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平成25年３月７日 午前９時 開会（開議）  

 

○議事日程（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案上程 

日程第５ 町長提案説明、施政方針 

日程第６ 議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号） 

日程第７ 議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

日程第８ 議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第10 議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

日程第11 議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第12 議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算 

日程第13 議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第14 議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第15 議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算 

日程第16 議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算 

日程第17 議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算 

日程第18 議第13号 輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負担に関す

る条例の一部を改正する条例について 

日程第19 議第14号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例及び輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例について 

日程第20 議第15号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第21 議第16号 輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第22 議第17号 輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第23 議第18号 輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第24 議第19号 輪之内町下水道条例の一部を改正する条例について 
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日程第25 議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定について 

日程第26 議第21号 輪之内町公共施設等整備基金条例の制定について 

日程第27 議第22号 輪之内町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定につ

いて 

日程第28 議第23号 輪之内町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定について 

日程第29 議第24号 輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必

要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定について 

日程第30 議第25号 輪之内町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

制定について 

日程第31 議第26号 輪之内町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

日程第32 議第27号 輪之内町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

日程第33 議第28号 輪之内町食育推進条例の制定について 

日程第34 議第29号 安八郡広域連合規約の変更に関する協議について 

日程第35 議第30号 あすわ苑老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議について 

日程第36 議第31号 町道路線の認定について 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第36までの各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    上 野 賢 二       ２番    浅 野 常 夫 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    小 寺   強 

   ５番    浅 野 利 通       ６番    田 中 政 治 

   ７番    北 島   登       ８番    森 島 光 明 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  森 島 昭 道 

 参 事 兼 
 会計管理者  加 藤 智 治     調 整 監  加 納 孝 和 

 調 整 監 兼 
 福 祉 課 長  岩 津 英 雄     総 務 課 長  兒 玉   隆 
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                     税務課長兼 
 経営戦略課長  荒 川   浩     会 計 室 長  田 中   実 

 住 民 課 長  松 井   均     産 業 課 長  中 島   智 

 建 設 課 長  高 橋 博 美     教 育 課 長  森 島 秀 彦 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  足 利 恵 信     議会事務局  西 脇 愛 美 
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（午前９時00分 開会）  

○議長（北島 登君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は９名で、全員出席でありますので、平成25年第１回定例輪之内

町議会第１日目は成立しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、輪之内町議会会議規則第118条の規定によって議長に

おいて、５番 浅野利通君、９番 森島正司君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から３月19日までの13日間としたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、この定例会の会期は本日から３月19日までの13日間と決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定によって、監査委員から平成24年度11月分、12月分及

び１月分に関する出納検査結果報告がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第４、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第５、町長提案説明、施政方針。 
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 本日の上程議案について、町長から議案説明並びに施政方針を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 ３月に入り、ようやく寒さも遠のいてまいりました。議員各位におかれましては、ま

すます御健勝のこととお喜びを申し上げます。 

 本日、ここに平成25年第１回輪之内町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には、御多用の中を議会に御参集賜り、誠にありがとうございます。 

 本議会開会に当たり、平成25年度の町政運営について所信の一端を申し述べたいと思

います。 

 まずもって、地方自治体の経営においても世界の動向を注視し、その動向について注

意を払わなければ将来を的確に見通すことはできないものと考えております。今年に入

り、北朝鮮の３回目の核実験と人工衛星と称する事実上の大陸間弾道ミサイルの発射、

イタリア総選挙の結果によるユーロの信認低下による経済危機の再燃、また多くの日本

人が犠牲となったアルジェリアの人質事件、ボーイング787の品質保証問題、中国にお

けるＰＭ2.5の大気汚染問題等々、多くの問題の事案が発生しております。 

 一方、国内においては、昨年12月16日の総選挙結果を受けた第２次安倍晋三内閣の誕

生がありました。「金融緩和」「財政出動」「成長戦略」の３本の矢を柱とする、いわ

ゆるアベノミクスが発表され、金融緩和ではインフレターゲットの設定が、財政出動で

は公共事業を中心とした景気のてこ入れ策等が、成長戦略ではＴＰＰ（環太平洋戦略的

経済連携協定）の事実上の参加表明等が矢継ぎ早に打ち出され、国論を二分する論戦が

本格的にスタートしようとしております。先般のある閣僚発言にもあるように、まだ何

もしていないのに、円安、株価の上昇が起こっております。これは期待外れの結果に終

わった前政権に比して、明快な言葉で語る現政権の政策への国民の期待のあらわれと思

われます。しかしながら、企業の決算等、足元の経済状況は決して予断を許すものでは

なく、実体経済と乖離しているものと受けとめております。早急にデフレ不況脱却に努

めるよう期待をしたいと思っております。社会経済情勢の行方を今後とも注視をしてい

く必要があります。 

 今後、３本の矢の政策を実施していくに当たり、経済界や国民の期待に応えられない

となった場合の反動は、回復しがたい大きなものになると予想されております。安倍内

閣においては、退路を断つ覚悟を持って国民の負託に応えてもらわなければなりません。

日本再生のために残された時間はほとんどありません。 

 さらに、外交の個別案件においても、尖閣諸島、竹島、北方四島の領土問題、ＴＰＰ

への参加問題、米軍普天間基地の移設問題等がクローズアップされております。日本を

取り巻く多くの外交問題は、日本の経済力低下、プレゼンス、いわゆる存在感の希薄化



－６－ 

と同時並行的に発生しており、その意味では根本的解決に向けた前途は多難と言わざる

を得ません。しかしながら、精緻な理論構成と大胆な妥協、問題終結に向けた日本人の

底力を信じ、その動向を注視してまいります。 

 今年は、み年であります。み年は、脱皮の年であり、成長の年でもあります。安倍政

権のもとで日本経済の成長への脱皮、輪之内町においても新たな一歩を踏み出す政策の

実施により、町民の皆様の期待に応えるべく取り組んでまいりますので、議員各位並び

に町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げるところであります。 

 さきに申し述べましたアベノミクスの財政出動の分野については、町としても積極的

に国の補正予算を有効に活用し、社会資本整備を進めてまいります。 

 政権交代以降、国が大胆な経済成長に向け政策転換を進める一方で、以前から地方自

治体は自治体間の生き残りをかけた競争の時代となっており、輪之内町でも行財政は、

それらへの的確な対応のために「運営」から「経営」にシフトしております。当町では、

昨年度から「輪之内町第５次総合計画」をスタートさせており、２年目を迎える平成25

年度予算も、この総合計画に掲げる基本方針の実現を目指すべく予算編成を行ったとこ

ろであります。 

 輪之内町のまちづくりにつきましては、議員の皆様方とも情報を共有しながら、町の

将来像「住んでいてよかった、これからもずっと住み続けたいまち」の実現に向けて推

進をしていきたいと考えておりますので、なお一層の御理解と御協力をお願いいたしま

す。 

 また、平成25年度の重点施策は、私が町長２期目のマニフェストとして掲げました

「安全・安心・快適な輪之内に」「地域情報化の推進を」「みんなが働きやすいまちづ

くりを」「暮らしやすいまちづくりを」などの全８項目であります。これらについても、

総合計画や各種行政の計画との整合性を維持しつつ、着実な実現を目指してまいります

ので、御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、提出議案の概要を御説明申し上げます。 

 最初に、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算について、その概要を申し上げ

ます。 

 平成25年度輪之内町一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億5,200万円でござ

います。 

 以後、第５次総合計画の基本計画に掲げる６項目の基本方針に沿って、新規事業を中

心に、主要事業を交えながら御説明を申し上げます。 

 まず、基本方針の１つ目の「環境にもっと優しいまちづくり」は、リサイクルや不法

投棄対策等の環境を守る意識の向上、住民参加による環境保全活動や自然エネルギーの

利活用等の環境負荷の低減を目指すもので、この分野における総事業費は３億7,618万

8,000円であります。 
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 新規及び主要事業は、地域協働水質改善事業、エコパーク事業、太陽光発電補助金交

付事業、浄化槽設置費補助金交付事業、公共下水道事業への繰出金等の事業でございま

す。 

 地域協働水質改善事業は、地域の小河川が抱えている濁りなど河川環境保全上の課題

に対して、流域の地域住民・事業者・市町村等が一体となって行う水質改善に取り組む

活動であります。平成24年度からの５カ年事業として県に採択されましたので、県と共

同で水質改善のソフト事業に取り組むものであります。この活動の最終目標は、河川か

らの導水、地下水のくみ上げ等により、河川の上流から環境用水を放流し、水質の透明

度を向上させるところにあります。今年度は県が河川排水の水質測定を行い、町は生活

排水改善のための啓発活動を行ってまいります。 

 エコパーク事業では、資源分別ステーションのエコドームの開館日を見直すもので、

現在休館日としている月曜日を開館日とし、利用者の利便性の向上を図るとともに、よ

り一層の資源回収に努めていくものであります。なお、エコドームを含むエコパークは、

開設から10年余りを経過いたしましたので、その意義を再確認すべく、25年度において

記念事業を開催することを計画しております。 

 太陽光発電補助金交付事業は、住宅用太陽光発電システムを設置した方、もしくは太

陽光発電システムつきの住宅を購入した方に対して設置費用の一部を助成するもので、

原発事故発生以降、自然エネルギーヘの関心が高まり、住民ニーズが非常に高く、平成

25年度では50件分を計上いたしております。 

 次に、浄化槽設置費補助金交付事業は平成24年度から実施しておりますが、整備対象

外になっている塩喰川西と福束川西地区を対象に、合併浄化槽の設置費用の一部助成を

引き続き実施していくものであります。 

 公共下水道事業への繰出金は、下水道事業の円滑な推進及び下水道会計の安定運営と

健全化のため、特定環境保全公共下水道事業特別会計への財政支援を行うものでありま

す。公共下水道事業は、輪之内町の自然環境を保全し、人と自然に優しいまちづくりに

資するものであります。 

 次に、「安全・安心なまちづくり」は、防災意識や防犯意識の向上、新たなコミュニ

ティーの形成による地域防災力の強化を目指すほか、避難所の整備に努めるもので、総

事業費は１億7,849万1,000円であります。 

 新規及び主要事業は、小型動力ポンプつき積載車購入事業、放射性物質検査事業、防

災備蓄倉庫及び避難所保管庫設置事業、総合防災訓練実施事業などであります。 

 小型動力ポンプつき積載車購入事業は、消防施設の水準維持と機動力の向上を図るた

め、小型動力ポンプと同積載車を計画的に更新するものであります。 

 放射性物質検査事業は、東日本大震災以降、全国的にセシウムなどの放射性物質の環

境測定値が注目される中、町として今年度も放射性物質の測定検査を実施し、公表して
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まいります。 

 防災備蓄倉庫及び避難所保管庫設置事業は、地域住民の安全・安心のため、昨年度に

引き続き、共助の手助けとなる防災資機材等を町内に配置するものであります。 

 総合防災訓練実施事業は、昨年から毎年実施することとし、25年度は福束地区におい

て関係機関・各団体の参加のもと、連携して区を中心に実施する計画であります。総合

防災訓練を一過性の防災技術の習得訓練に終わらせるのではなく、日ごろから地震、水

害を想定し、関係機関や各団体との連携強化と課題の洗い出しを行ってまいります。地

域住民の皆様におかれましては、災害時に最も重要な「自助」「共助」を認識していた

だくことにより、自主防災の意識の向上を期待するものであります。 

 次に、「みんなが元気で働けるまちづくり」は、農地と農地以外の効率的・効果的な

土地利用、企業誘致や観光戦略、町の総合的な発展に資するインフラ整備などを目指す

もので、総事業費は４億1,711万2,000円であります。 

 新規及び主要事業は、農業機械等購入費補助金交付事業、輪之内軽トラ朝市実施事業、

道路整備基本計画策定事業などであります。 

 農業機械等購入費補助金交付事業は、飛騨美濃じまん農産物育成支援事業補助金、小

規模農家組織化支援事業補助金、経営体育成支援事業補助金の３本であります。これら

の補助金は、農業従事者が高齢化し、農業構造が脆弱化している今日において農業の再

生を目指すため、小規模農家や認定農業者、集落営農組織が利用する農業機械の購入費

の一部を助成するものであります。補助金の交付により、新規就農者や経営発展を目指

す農業者を支援し、農用地の良好な形での活用・保全を図るものであります。 

 輪之内軽トラ朝市実施事業は、町の農業及び商業振興施策の一つとして、農産物や特

産品等を軽トラで持ち寄り販売する機会と場所を生産者に提供するもので、この朝市で

は、昔からの相対売りで地産地消を奨励し、町内に活気を生み出すことで全体としての

活性化を呼び起こすことを期待しております。 

 道路整備基本計画策定事業は、東海環状自動車道西回りルートの養老インター、（仮

称）新養老大橋、名神高速道路（仮称）安八スマートインターの逐次の完成を視野に入

れた町内のインフラ整備計画を策定しようとするものであります。この計画は都市計画

マスタープラン等とリンクした計画として策定するもので、将来の町の健全な発展と秩

序ある整備の基本となる道路・水路等の施設整備のビジョンを見直すものであります。 

 次に、「もっとぬくもりのある支え合いのまちづくり」では、ボランティア人材の確

保や、支え合いネットワークの構築、住民と行政の協働体制の確立、高齢者・障害者福

祉施策や子育て支援の充実を目指すもので、総事業費は10億577万7,000円であります。 

 新規及び主要事業は、福祉医療費助成事業、５歳児健診事業、育成医療費給付事業、

養育医療費扶助事業、自殺予防緊急対策事業などであります。 

 福祉医療費助成事業は、重度心身障がい者や母子家庭等、乳幼児等が医療機関に受診
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する際の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に医療費の一

部を助成しているものであります。平成25年度より、子育て世代の負担を軽減し、住み

よい町を実現すべく、医療費扶助の対象年齢を中学校３年生修了から高校生世代（18歳

到達年度末）までに拡大をいたします。 

 ５歳児健診事業は、母子保健法による１歳６カ月と３歳健診に加えて新規に町単独で

５歳児健診を実施することにより、発達障がいの早期発見に努め、就学前に適切な支援

を受けられるように取り組んでいくものであります。なお、５歳児健診の内容は、問診、

集団遊び、講話、個別発達検査などを実施するものであります。 

 育成医療費給付事業と養育医療費扶助事業は、平成25年度に県から移譲される事務事

業であります。育成医療とは、身体に障がいのある18歳未満の児童に対し、生活能力を

得るために必要な医療の給付を行い、またはこれにかえて育成医療に要する費用を支給

するものであります。また、養育医療とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を

必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付を行い、またはこれにかえて

養育医療に要する費用を支給するものであります。 

 自殺予防緊急対策事業は、厳しい社会経済状況が続く中、全国において自殺者数が３

万人を何年も超えている状況、最近これは下回ったとも聞いておりますけれども、それ

らの状況を踏まえて、町としても自殺対策基本法により自殺予防対策を強化していくも

のであります。自殺は、自分が抱えるさまざまな悩みや問題が原因で心理的に追い詰め

られた末の死とも言われております。町ではこれらを解消するため、自殺予防に携わる

人材の育成、小・中学生を対象とした命の大切さを説く普及啓発、産後鬱の予防事業等

を実施してまいります。 

 次に、「生涯生き生きと学習のできるまちづくり」は、ハード・ソフト両面の学校教

育環境や、生涯学習環境の整備、学校・地域・家庭の連携強化による青少年健全育成な

どを目指すもので、総事業費は２億3,184万8,000円であります。 

 新規及び主要事業は、わのうち未来塾事業、ぎふ清流国体記念事業、図書館外壁・屋

根等の改修事業であります。 

 わのうち未来塾事業の拡大は、子供たちが仲間と触れ合ったり、町内外の自然や歴史

を学んだりするなどの体験活動を通じて、将来、思いやりがあり、やる気や生きがいを

持った大人に成長し、将来の輪之内町のリーダーとなる人材が輩出されることを期待し

て開講するものであります。この事業は、留守家庭児童教室の運営とも連携し、事業を

展開してまいります。 

 ぎふ清流国体記念事業は、昨年のぎふ清流国体の成功を祝して、１周年目前後に、ぎ

ふ清流国体記念事業と称して記念イベントとメモリアルコンサートを開催いたします。

なお、県では、ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の成果を継承・発展させる事業に対して支

援をする計画をしておりますので、これらが実施される際には連携を深めてまいります。 
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 図書館外壁・屋根等の改修事業は、築20年を経過した図書館を計画的に改修していく

ものであります。平成25年度は、利用者の安全を確保するため、図書館利用者の往来が

多い西面と南面を改修いたします。 

 次に、「豊かで安定した経営ができるまちづくり」は、企業誘致による就業者の定住

と地方税の増収、自主財源比率の向上、低コストな行財政運営と堅固な財政基盤の確立

などを目指すもので、総事業費は５億6,088万9,000円であります。 

 新規及び主要事業は、庁舎の改修事業、庁舎太陽光発電設備設置事業、動画放送設備

設置費補助金交付事業、輪之内町オリジナルカレンダー作成事業、職員海外研修事業な

どであります。 

 庁舎改修事業は、築28年経過した庁舎を改修するための実施設計を行います。今回の

改修は、３つの目的を持たせる予定であります。まず１つ目は、安全・安心のため、庁

舎２階を防災拠点、これは災害対策本部の事務室ともなるものでありますが、それらを

整備し、防災対策機能の強化をするということ。２つ目は、低炭素社会の実現と地球温

暖化防止のため、庁舎の照明をＬＥＤ照明器具等に交換し、省エネルギー対策の施工を

行います。３つ目は、来庁者の動線確保と利便性の向上のため、玄関やフロアのバリア

フリー化と、現在配置しております課の改めての配置であります。 

 庁舎太陽光発電設備設置事業は、庁舎改修とあわせて庁舎１階の屋上に太陽光発電設

備を設置するもので、原子力発電の是非が問われる中、役場庁舎においても自然エネル

ギーを活用していくことで原発への依存度を軽減すると同時に、低炭素社会の実現と地

球温暖化の防止に資することを目的としております。また、災害など有事の際には非常

用電源として活用し、災害対策本部の機能の維持を図ることも目的としております。 

 動画放送設備設置費補助金交付事業は、現在、輪之内コミュニティチャンネルでは文

字放送のみを配信しておりますが、今後は動画放送、データ放送も配信できるように、

機器を株式会社アミックスコムと共同で整備するものであります。動画放送にすること

で放送内容とその他配信情報を充実でき、広く町民の皆様に視聴していただけるものと

考えております。なお、福束排水機場定点カメラの映像や、その他安全・安心カメラの

ライブ映像も逐次配信していく計画をしております。 

 輪之内町オリジナルカレンダー作成事業は、卓上カレンダーを作成し、町外での特産

品展や企業展での観光ＰＲに活用し、輪之内町の知名度向上に資するほか、観光流出し

がちな当町にあって、逆に観光流入の増加を図ってまいりたいと思います。 

 職員海外研修事業は、全国市町村国際文化研修所を通じて職員を海外に派遣し、福

祉・教育・文化・都市問題等を海外現地で調査・研究する機会を付与し、人材育成に努

めるものであります。 

 続いて、歳入の主なものについて御説明申し上げます。 

 歳入予算額の中で一番大きい町税については、総額13億4,154万6,000円を見込んでお
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ります。税目別には、町民税のうち法人税について企業業績の回復等により1,620万

8,000円の増収を見込み、固定資産税では新築家屋と償却資産の増に伴い、2,248万

7,000円の増収を見込むなどにより、税収全体では4,705万6,000円の増額を見込んでお

ります。 

 歳入予算の中で２番目に予算額が大きい地方交付税については、その原資となる所得

税・法人税・酒税・消費税・たばこ税、いわゆる国税五税について、現在、その見通し

が非常に立ちにくい状況になっております。したがいまして、普通交付税においては、

平成21年度から24年度の４年間の実績と平成25年１月29日に公表された「平成25年度地

方財政対策の概要」における増減率を勘案し、８億円としております。 

 国庫支出金と県支出金について減少した主なものは、大藪小学校の増築・改築事業に

係る国庫負担金等であり、増加した主なものは農業機械購入費に係る県補助金等で、全

体では4,677万9,000円の減額となっております。 

 その他、交付金や諸収入等を勘案した結果、財源不足額は２億346万7,000円でありま

すが、この財源不足については、その全額について基金からの繰入れで対応いたします。 

財源が不足する状況でありますが、景気が低迷しているこのような時代だからこそ景気

浮揚を願い、ハードのみならずソフト事業も積極的に推進するため財源措置をするもの

であります。 

 最後に、外部資金の調達である町債については、今年度は普通交付税の振りかえ措置

である臨時財政対策債のみを発行する予定をしております。町債全体としては、適債性

を吟味し、財政に係る諸率の動向を見きわめた適切な管理と無理のない財政計画のもと、

適正に発行し、財源確保に努めるものであります。 

 以上で、平成25年度の一般会計予算の概要説明を終わります。 

 今後も、総合計画に掲げる事業計画をもとに事業を計画的に推進してまいりますが、

住民生活への影響を考慮し、選択と集中により各種施策の優先順位の検討を慎重に行い

つつ、予算編成及び執行をしていく所存でございます。 

 次に、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算について御説明

をいたします。 

 国民健康保険制度は被用者保険の加入者等を除く全ての方を被保険者とする公的医療

保険制度であり、国民皆保険制度において重要な役割を果たしているところでございま

す。しかしながら、市町村の国民健康保険は、加入者の年齢構成が高く、医療費の水準

が高いことや、総体的に所得水準が低いこと、小規模保険者においては財政運営が不安

定になるリスク要因が高いことなど構造的な問題を抱えており、国においてこれらの構

造的問題への対応策の検討がなされているところでありますが、税制等の抜本改革が必

要であり、依然として厳しい運営を余儀なくされているところであります。 

 平成25年度予算総額は８億7,200万円で、前年度と比較し700万円の減額、率にして
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0.8％の減となりました。減額の主な要因は、一般被保険者分の医療費のみが鈍化した

ことによるものであります。 

 議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算について御説明をいたし

ます。 

 後期高齢者医療制度は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が運営をしており、市町村は

保険料徴収及び受託事業であるぎふ・すこやか健診に係る経費を中心に編成をしており

ます。後期高齢者の保険料につきましては２年ごとに改定されますので、24・25年度は

同額であります。 

 平成25年度予算総額は6,500万円で、前年度と同額であります。 

 議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算について御説明をいた

します。 

 平成24年度からの法改正により、「輪之内町児童デイサービス事業特別会計」は「輪

之内町発達支援事業特別会計」と名称を変更しております。平成25年度予算の総額は

1,300万円で、通所者の減少等から前年度より300万円の減額となっております。 

 議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について御

説明をいたします。 

 生活環境の改善に必要な下水道事業は、平成９年度から長期計画をもとに実施いたし

ております。引き続き、下水道管渠整備を進め、将来に向け水域環境の保全と快適な暮

らしを支えるべく取り組んでまいります。あわせて、その加入促進等も行ってまいりま

す。 

 予算総額は７億3,500万円で、前年度より800万円の増、1.1％の増額となっておりま

す。 

 議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算について御説明をいたします。 

 上水道事業は、町民の皆様に安全でおいしい水を安定的に供給する事業であります。

今後とも、上水道の整備推進に努めてまいります。平成25年度においても、前年度に引

き続き、水道事業及び下水道事業に伴う石綿管の布設がえ工事等を計画しております。 

 予算規模は２億2,600万円で、前年度より2,590万円、対前年比12.9％の増額となって

おります。これからも安心して飲める低廉な水の安定供給に努めてまいります。 

 以上、私の所信の一端を申し上げ、平成25年度輪之内町一般会計予算及び特別会計予

算の概要の説明を終わらせていただきます。 

 次に、条例改正及び制定関係でございます。 

 議第13号 輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負担に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、国の法改正により該当する国の組織がなくなった

ことから、町条例の一部を改正するものであります。 

 議第14号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及
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び輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、障害者

自立支援法の法律名が改正されたことに伴い、改正をするものであります。 

 議第15号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、

職員の手当に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を追加するため、条例の一部を改

正するものであります。 

 議第16号 輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、65歳以上

の方について、住民基本台帳カードの交付手数料を免除しようとするものであります。 

 議第17号 輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例については、

福祉医療の受給対象者を現在の中学生から高校生世代まで拡充をしようとするものであ

ります。 

 議第18号 輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につき

ましては、最終処分場の技術管理者の資格要件を定めるものであります。 

 議第19号 輪之内町下水道条例の一部を改正する条例については、下水道法の改正に

伴い、改正をするものであります。 

 議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定については、町の誉れとなる人物に対し、

栄誉賞を贈呈するために新しく制定をするものであります。 

 議第21号 輪之内町公共施設等整備基金条例の制定については、町の公共施設の整備、

維持及び改修に必要な財源を基金として積み立てようとするものであります。 

 議第22号 輪之内町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定について、議

第23号 輪之内町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定については、案内標識の

寸法、また町道の構造の技術的基準を町条例により定めるものであります。 

 議第24号 輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定

公園施設の設置の基準に関する条例の制定については、特定公園施設を設置する場合の

基準を定めるものであります。 

 議第25号 輪之内町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定につ

いては、河川法の規定に基づき、堤防その他の主要な工作物の基準を定めるものであり

ます。 

 議第26号 輪之内町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の制定については、水道法の規定に基づき、工事の施工に

関する技術上の監督業務を行う者に必要な資格基準を定めるものであります。 

 議第27号 輪之内町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定については、国におい

て新型インフルエンザ等特別措置法が公布されたのを受け、本条例を定めるものであり

ます。 

 議第28号 輪之内町食育推進条例の制定については、全てのライフステージにおいて

関係機関と町民が連携して、知育、体育、徳育の基礎となる食育を推進するため、本条
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例を定めようとするものであります。 

 次に、平成24年度輪之内町一般会計補正予算及び特別会計補正予算の概要を申し上げ

ます。 

 議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）については、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,981万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ37億4,947万3,000円とするものであります。 

 歳出補正につきましては、平成24年度の事業がほぼ完了に近づいてまいりましたので、

各課の事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い、不用額を計上したものであり

ます。 

 それでは、まず予算の増額をお願いしたいものについて御説明を申し上げます。 

 今回の３月補正予算は、将来に備える、子供たちにツケを残さない、いわゆる健全な

財政基盤を未来につなぐための補正予算であります。具体的には、将来の財政需要に備

えるための基金への積み立てと、将来負担を軽減するために繰り上げ償還を行ってまい

ります。 

 基金への積み立てについては、総額3,212万7,000円を積み立てます。主なものとして

は、総務費のうち、基金費において義務教育施設整備基金に3,000万円を積み立て、３

小学校の大規模改修など後年度の財政需要に備えてまいります。なお、ふるさと応援基

金積立金の73万8,000円は、同基金条例第２条に規定する自然環境の維持保全に関する

事業を目的として３件、次世代育成、学校教育の充実に関する事業を目的として１件の

寄附を受けましたので積み立てるものであります。 

 次に、借入金の繰り上げ償還については、総額２億6,665万2,000円を計上しておりま

す。その内訳としては、土木費のうち、道路新設改良費の農道整備事業負担金に１億

1,563万3,000円を計上し、債務負担行為として土地改良事業に対して元利補給を行って

いるもののうち、担い手育成基盤整備事業など17件について返済をいたします。公債費

の元金１億5,101万9,000円は、平成16年度の輪之内中学校大規模改修事業の資金として

借り入れたものを返済いたします。 

 続いて、歳入補正につきましては、町税のほか県税を減資とする交付金の確定、歳入

算定の基礎となる歳出事業費の確定等により、連動する補助金の交付金等を補正するも

のであります。 

 歳入の増額補正では、町税のうち、町民税6,780万1,000円と固定資産税3,078万2,000

円、地方交付税のうち、普通交付税7,901万4,000円、繰越金の１億4,875万5,000円が主

なものであります。 

 次に、歳入の減額補正では、国庫支出金のうち、子どものための手当費負担金の

2,317万7,000円、繰入金の１億1,865万円、町債のうち、大藪小学校増改築事業債9,920

万円が主なものであります。なお、大藪小学校増改築事業債については、財政の健全性



－１５－ 

の維持のため、充当可能額の全額借り入れを避け、普通交付税の算入がある補助裏相当

分のみの借り入れとすることによる減額であります。 

 以上で、平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）の説明を終わります。 

 議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,162万2,000円を増額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ９億1,682万7,000円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、年度末を迎え、決算見込み額を算出し、不用額を減額するほか、

退職者等療養給付費の増額を主として療養諸費を増額し、同じく退職被保険者の高額療

養費の増額を主として高額療養費を増額するものであります。また、平成23年度の国庫

支出金療養給付費等負担金の確定による超過交付額の返還金を増額することを主な内容

としております。 

 また、歳入につきましては、療養給付費等国庫負担金を変更申請に合わせて減額する

ほか、国・県負担金、療養給付費等交付金、共同事業交付金、一般会計繰入金を収入見

込み額に合わせて所要の補正をすることを主な内容にしております。 

 議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ24万7,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ6,475万3,000円とするものであります。 

 主なものは、歳入の後期高齢者医療保険料及び歳出の後期高齢者医療広域連合納付金

をそれぞれ増額するほか、受託事業であるぎふ・すこやか健診の受診者が確定したこと

による歳入の保健事業費委託金及び歳出の健診費用委託料をそれぞれ減額することに伴

うものであります。 

 議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ340万円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ1,260万円とするものであります。 

 歳出につきましては、人件費等の不用額及び施設管理運営費負担金を減額するもので

あります。 

 また、歳入につきましては、利用人数の減による児童発達支援費及び利用者の負担額

を減額するものであります。 

 議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億2,200万円

を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ６億500万円とするものであります。 

 歳出においては下水道補助金の確定による建設事業費の減額が主なもので、歳入にお

いては、下水道費補助金、下水道事業債、受益者負担金を減額し、県支出金、下水道使

用料、繰越金などを増額するものであります。 

 議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収
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益的支出において消費税60万3,000円を増額し、資本的支出で配水管工事費等2,840万

2,000円を減額するものであります。 

 以上で、平成24年度輪之内町一般会計補正予算及び特別会計補正予算の説明を終わり

ます。 

 続きまして、規約の変更に関する協議及びその他の関係でございます。 

 議第29号 安八郡広域連合規約の変更に関する協議につきましては、障害者自立支援

法の法律名が改正されたことに伴い、広域連合規約の改正を行うものであります。 

 議第30号 あすわ苑老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議につきましては、

副連合長に大垣市長を追加することについての協議であります。 

 次に、議第31号 町道路線の認定につきましては、町道２路線につきまして、道路法

の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 以上をもちまして提案説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御議決を

賜りますようお願いいたします。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第６、議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）についてを議

題といたします。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第１号、一般会計補正予算について御説明申し上げます。お手元に配付

の議案書１ページをお開きください。 

 議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）。平成24年度輪之内町の

一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,981

万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億4,947万3,000円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。平成25年

３月７日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 次の２ページから６ページの第１表は、先ほどの第１条にございました今回の補正額

を款項別にまとめたものでございます。 

 ７ページの第２表は、先ほどの第２条にございました地方債の補正については、臨時

財政対策債については発行可能額が確定したこと、学校教育施設等整備事業債について
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は、先ほど町長の説明にもございましたが、財政の健全性の維持のため、充当可能額の

全額を借り入れることは取りやめ、普通交付税の算入がある補助裏のみ借り入れをした

ということによる減額でございます。 

 それでは、今回の補正内容について事項別明細書で説明いたします。 

 歳出の補正につきましては、平成24年度の事業がほぼ完了に近づきましたので、各課

それぞれ事業の進捗状況と予算の執行状況との精査を行い、不用額を計上したものでご

ざいます。 

 それでは、まず予算の増額をお願いしたものについて御説明を申し上げます。 

 今回の３月補正は、将来に備え、子供たちにツケを回さない、いわゆる健全な財政基

盤を未来につなぐための補正予算をコンセプトに編成をさせていただきました。具体的

には、将来の財政需要に備えるために基金への積み立てと将来負担を軽減するために繰

り上げ償還を行っております。 

 27ページをごらんください。目8.基金費への積み立てについては、総額3,212万7,000

円を積み立てます。主なものとしては、基金費において義務教育施設整備基金積立金に

3,000万円を計上し、間近に迫った３小学校の大規模改修に備えるなど、後年度の財政

需要に備えていきます。なお、ふるさと応援基金積立金の73万8,000円は、同基金条例

第２条に規定する自然環境の維持保全に関する事業を目的として３件、次世代育成、学

校教育の充実の関する事業を目的として１件の寄附を受けましたので、これらを積み立

てるものでございます。これらについては、後年度、寄附者の意向を尊重した事業に活

用させていただきたいと思っております。 

 次に、借入金の繰り上げ償還については総額２億6,665万2,000円を計上しています。

その内訳としては、まず48ページをお開きください。土木費のうち、目3.道路新設改良

費の農道整備事業等負担金に１億1,563万3,000円を計上し、債務負担行為として土地改

良事業に対して元利補給を行っているもののうち、担い手育成、基盤整備事業など17件

について返済をしていきます。 

 次に、62ページをお開きください。一番最終ページでございます。公債費の元金１億

5,101万9,000円は、平成16年度の輪之内中学校南舎大規模改修事業の資金として借り入

れたものを返済していきます。 

 その他の増額予算については、総額2,659万2,000円ですが、そのほとんどが事業の確

定見込み、サービスの利用状況や支払い実績に基づく推計から不足額を見込んでの計上

でございます。 

 それでは、その他の増額予算について説明いたします。28ページをお開きください。

総務費のうち、目9.企画費の輪之内町光ケーブルテレビ加入促進補助金７万4,000円は、

輪之内光サービス加入者の増加によるもので、既存予算の執行残と今回の補正予算を合

わせて５件分を確保しようとするものでございます。今年度は２月７日時点で45件の宅
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内引き込み工事費の補助申請があり、３月１日時点で総加入世帯数は1,373件となって

おります。引き続き、転入世帯に推奨するなどの加入促進に努めてまいります。 

 続いて、35ページをお開きください。民生費のうち、目2.障がい者福祉費の節20.扶

助費のうち、1.障害者自立支援給付費1,064万5,000円、2.障害者自立支援医療費の128

万7,000円、5.身体障がい者福祉対策事業費の20万円、さらに目4.福祉医療費の節20.扶

助費のうち、3.母子家庭等医療費扶助費120万円は、いずれもサービスの利用状況や給

付実績に基づく推計から不足見込み額を計上したものでございます。 

 次に、36ページをお開きください。目5.国民健康保険費の保険基盤安定繰出金759万

4,000円は保険税納付者の負担軽減を図るものですが、低所得者等に対する保険税の軽

減額が確定したことに伴い、繰出金の増額をするものでございます。この繰出金につい

ては、歳入において国と県からそれぞれ財源の受け入れをしております。 

 次に、40ページをお開きください。衛生費のうち、目1.保健衛生総務費の節18.備品

購入費の保健福祉センター備品購入費53万4,000円は、現在、法定接種としてＢＣＧや

不活化ポリオワクチンのワクチンをストックし、集団接種を実施しているところですが、

このたび、薬品保冷庫等、雨水の停電に備えるための無停電装置を更新し、これらのワ

クチンを適切に保管してまいります。 

 目2.予防費の節23.償還金、利子及び割引料の2.がん検診補助金精算還付金32万円は、

前年度の感染症予防事業費等国庫負担金の実績精査により超過交付となった金額を国に

返還するものでございます。 

 次に、41ページの目3.環境衛生費の節19、太陽サンサン補助金140万円は、太陽光発

電設備をした際の費用の一部を情助成するものでございます。本補助金については住民

ニーズが非常に高く、今年度は12月末までに42件の申請があり、既に予算が枯渇してお

ります。現在では、申請の待機件数が３件、問い合わせが７件あることから、本補正予

算では合計10件分の増額をお願いしております。太陽光発電の補助については、当初、

小さな町でもできる地球温暖化防止の取り組みとして始まりましたが、東日本大震災以

降は原発の是非が問われ、より一層自然エネルギーの活用が注目され、さらに住民ニー

ズが高まっております。町としては、クリーンで化石燃料の枯渇の心配がない太陽光発

電の設置を引き続き推進してまいります。 

 続いて、44ページをお開きください。農林水産業費のうち、目8.農地総務費の節13.

委託料のふるさと農村活性化対策事業委託料１万5,000円は、当基金の運用益の増加に

伴い、委託料を増額するものでございます。なお、本委託では、本戸土地改良組合がア

ジサイの下草刈りをするなど、輪中堤の修景美化を行っております。また、節19.負担

金、補助及び交付金の県営ほ場整備事業負担金の増額は、事業実績に基づく増額で、道

下は確定測量の補正を行ったことによるもの、また東部では補完工事による増でござい

ます。 
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 次に、50ページをお開きください。消防費のうち、目1.非常備消防費の節5.災害補償

費の公務災害補償費４万9,000円は、消防団員の訓練活動中における身体上の負傷等の

治療費を補償するものでございます。なお、この補償費については、その全額について

消防団員等公務災害補償等基金共済基金から財源を受けております。 

 続いて、52ページをお開きください。教育費のうち、目2.事務局費の節4.共済費の社

会保険料１万5,000円は、ＡＥＴとして招致しているウィルソン・ロウマンチャンにか

かわるもので、昨年９月に社会保険料が増率となる改定があったため、不足額を増額す

るものでございます。また、節12.役務費の5.検査手数料6,000円と節14.使用料の4.ホ

テル使用料の3,000円は、どちらも事業の確定に伴い、不足分を補うものでございます。 

 次に、55ページをお開きください。目1.小学校管理費の節11.需用費の4.光熱水費は、

学校開放施設の利用増に伴い、電気料金、通信運搬費は電話料金について、いずれも利

用実績に基づく推計から不足見込み額を計上したもので、それぞれ74万3,000円と４万

7,000円を計上しております。 

 続いて、59ページをお開きください。目1.社会教育総務費の節18.備品購入費の2.社

会教育備品購入費９万3,000円と節25.積立金の加納良造学術文化振興基金積立金の６万

1,000円は、基金運用益の増額に伴い増額をするものですが、同基金条例第３条の規定

により、その２分の１は基金に積み立てることとし、残りの２分の１で生涯学習の充実

を図るため、ホワイトボード２台を購入するものでございます。 

 続いて、60ページをお開きください。目2.体育施設費の節11.需用費の4.光熱水費22

万6,000円は、輪之内体育センターの利用増に伴い、電気料金の不足を補うものでござ

います。 

 61ページの目3.学校給食費の節11.需用費の4.光熱水費32万5,000円と節14の下水道使

用料の30万円は、使用実績に基づく推計により不足額を計上したものでございます。 

 続いて、歳入の補正については、町税のほか県税を原資とする交付金の確定、歳入歳

出の基礎となる歳出事業の確定等により、連動する補助金や交付金等を補正するものが

主なものでございます。 

 それでは、増額補正をお願いする主なものを説明いたします。戻って３ページをお開

きください。 

 町税のうち、町民税、個人、法人合わせて6,780万1,000円、固定資産税の3,078万

2,000円、続いて７ページの地方交付税のうち、普通交付税7,901万4,000円、20ページ

の繰越金の１億4,875万5,000円でございます。 

 また、逆に減額をする主なものを説明いたします。前後して申しわけございませんが、

11ページをお開きください。国庫支出金のうち、目1.民生費国庫負担金の節3.子どもの

ための手当費関係６項目でございますが、交付金2,317万7,000円減、続いて19ページの

繰入金の１億1,865万円減、そして24ページの町債のうち、大藪小学校増改築事業債
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9,920万円減でございます。なお、大藪小学校増改築事業債については、冒頭でも説明

いたしましたが、財政の健全性の維持のため、充当可能額の全額を借り入れることは取

りやめ、普通交付税の算入がある補助裏のみの借り入れとしたことによる減額でござい

ます。 

 以上で、平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）の説明を終わります。御審

議いただきますようお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、御説明いただきましたけれども、まず歳入で町民税が約１億円以上の今回補正と

なっているわけですけれども、これの確定しているのは、いつの時点で調定額が確定し

ているのか、その辺をちょっとお伺いしたい。 

 それから地方交付税につきましても、今回、7,900万ほどの追加になっておりますが、

これの確定した時期はいつだったのかということをお伺いしたい。 

 それと、今回、財源がゆとりができてきたということかもしれませんけれども、繰り

上げ償還、あるいは基金の積み立てというようなことが今回やられているわけですけれ

ども、年度当初においては、こういう地方債の借り入れとか基金の取り崩しをやっても、

将来的にやっていけるという想定のもとにそういう予算が編成されていたんではないか

と思うんですけれども、当初予算のその借り入れの見込みが過大であったというふうな

判断のもとにそれを返済しようとしているのか。その当初の借り入れ、あるいは繰り入

れの考え方と現在の考え方の何か違いがあったら説明願いたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 まず、普通交付税の確定時期でございますが、８億7,901万4,000円でございますが、

７月24日付にて交付通知をいただいておるところでございます。 

 続きまして、借り入れ、繰り入れ等について当初予算の見積もりが過大ではなかった

かと、当初予算との比較はどうかということでございますが、まず予算の大原則でござ

いますが、歳出ベースについては、もちろん各種事業、ヒアリング等を行いまして額を

確定させていただいております。そこで、本来ならばプライマリーバランスで歳入がそ

こについてくればいいんですけれども、歳入で賄えない、いわゆる税とか、そういった
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国庫補助金のプライマリーバランスが保てない。したがいまして、そこから借り入れ、

もしくは繰り入れという手段を行うわけでございますが、今回の結果的に各種事業、い

ろいろ精査し、また事業費の執行におきましては、なるべく経費を抑えるということで

執行いたしまして、結果的に繰入金については、いわゆる家庭でいうならば定期預金を

崩さずに業務が執行できたこと、そして借入金については、最低限の借り入れで済んだ

というようなことで事業を終えようしているというふうに認識をいたしております。以

上です。 

○議長（北島 登君） 

 税務課長 田中実君。 

○税務課長兼会計室長（田中 実君） 

 それでは、森島議員御質問の町民税についてはいつ税額が確定するかということでご

ざいます。町民税には、補正予算でございますように、個人の町民税と法人の町民税が

ございます。個人のほうにつきましては、６月に一旦確定をしますが、所得の変動によ

って随時変わってきます。法人税につきましては申告納税制をとっておりますので、決

算の都度来ますので、随時ということになっております。以上です。 

（発言する者あり） 

○税務課長兼会計室長（田中 実君） 

 今回の補正につきましては、最終３月ということです。法人税は決算後２カ月以内に

納税額を申告していくということですので、企業によって決算時期が違いますので、６

月とか９月とか、それによって違いますので随時入ってくるということでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、税務課長のほうは確定した時期を言うのがどうも嫌みたいな感じですけれども、

そういうことなら、なぜその都度、この３月時点に確定したわけではないんではないか

と思うんですけれども、法人税の4,300万というのが３月になって追加ということが確

定するわけじゃないですよね。 

 それから、町民税につきましても、細かい数字はあれですけれども、所得の変動に応

じて変動するというようなことも言われましたけれども、2,300万円の差額というのが

３月になって発生しているわけじゃないんでしょう。もういいですよ、それは。 

 要は、我々は町民税というのも確定申告をやって、決まって、それぞれ納期ごとに分

割して納めておる。だから、企業としては当初からわかっているわけであります。にも

かかわらず、この３月の最終補正に全体で１億円という膨大な金額を上げてくると。も

っと早くから、これはわかっていたはずであります。そういうことを聞きたいわけです
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けれども、そういうことに対して明らかにするのが、答えたくないということなのかも

しれませんけれども、逃げの答弁をしておられる、非常に残念です。 

 それで、要は当初のこの計画では債務負担行為の繰り上げということも考えていなか

った。それを財源が余ったからといってやっている。要は、町民の要望というのはさま

ざまあると思うんですよね。だから、それをもっと十分に実現していくべきではないか

というふうに思うわけですけれども、当初のこの事業計画をやっていけば、もうそれで

十分だというふうに、新たなこの計画というのは必要ないというふうに、途中の補正で

実現するということは考えていなかったのかどうかということをちょっと確認しておき

たいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 町民の要望をもっと十分に取り入れるべきではないかと、また当初計画された以外の

計画は取り入れないのかということでございますが、確かに私ども財政的には幾ら厳し

くても、やるべきことは粛々とやっていくという姿勢に変わりはございません。また、

財政指標のコントロールは非常に大切なことではありますけれども、それを第一優先に、

しゃにむに基金に積み増しをするとか、公債費の繰り上げ償還を考えているということ

ではございません。 

 毎年の予算編成においては、各課とか各会から要望事項や、総合計画や各種行政計画

に掲げる事業計画をベースに予算編成を行っております。そこで、お金がたくさん余っ

ているので何か事業をやったらどうかということは否定するものではございませんけれ

ども、そのことに関しては、やはり緊急的で必要不可欠なものを最優先すべきではない

かというふうに考えております。 

 蛇足ではございますが、今までも申し上げておりますが、当町の財政状況は、危機的

な状況ではございません。でも、裕福でもありません。そんな状況下で健全な財政状況

を維持して、次世代にバトンタッチしていくことが次世代の住民の要望に応えるという

側面もあろうかと認識しておりますので、御理解をいただきますようにお願いいたしま

す。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第１号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 



－２３－ 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）については、

それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第７、議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 それでは、お手元の議案書の８ページを、よろしくお願いします。 

 議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。平成

24年度輪之内町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,162

万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億1,682万7,000円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成25年３月７日提出。 

 次ページ、９、10と第１表がございます。歳入歳出のそれぞれ款項が掲げてございま

す。 

 説明は事項別明細書のほうで行いたいと思います。事項別明細書を、よろしくお願い

いたします。 

 まず、歳入のほうから御説明をさせていただきます。３ページをお願いいたします。 

 款3.国庫支出金、項1.国庫負担金につきましては、収入見込み額等を勘案しまして、

総額で908万1,000円を減額するものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。款4.療養給付費等交付金、項1.療養給付費等交付金に

つきましては、関連する歳出、退職医療に関するものに合わせまして765万6,000円の増

額を行うものであります。 

 ５ページ、款5.前期高齢者交付金につきましては、75万5,000円を収入見込み額に合

わせまして減額を行います。 

 次に、６ページでございます。款6.県支出金、項1.県負担金につきましても、収入見

込み額に合わせまして合計で44万9,000円を増額し、そのうち高額医療費共同事業負担
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金につきましては82万4,000円を増額し、特定健康診査等負担金のほうでは37万5,000円

を減額するものでございます。 

 ７ページにつきましては、款7.共同事業交付金といたしまして747万円を、これも収

入見込み額に合わせて減額を行うものでございます。 

 次に８ページ、款8.財産収入、項1.財産運用収入につきましては、これも収入見込み

につきまして、逆に３万5,000円増額するものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いします。款9.繰入金、項1.他会計繰入金につきまして

は、合計で637万3,000円を増額するものでございまして、その内訳では、一般会計のほ

うでもございましたけれども、保険基盤安定繰入金といたしまして759万3,000円を増額

し、助産費等繰入金は、後ほど歳出のほうでも御説明をいたしますが、減額に合わせて

歳入のほうも111万3,000円減額をし、財政安定化支援事業繰入金につきましては、実績

にもたれて10万7,000円を減額するものでございます。 

 続きまして、10ページをお願いいたします。繰越金につきましては、今回、23年度か

ら留保しておりました2,441万5,000円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、歳出の御説明をさせていただきます。11ページのほうをお願いいたしま

す。 

 款2.保険給付費、項1.療養諸費につきましては、それぞれで725万円を増額するもの

でございます。目１の一般被保険者療養給付費につきましては、財源の補正でございま

す。目2.退職被保険者等療養給付費、それから目3.一般被保険者療養費につきましては、

今までの歳出の状況等を勘案しまして増額をお願いするものでございます。 

 12ページのほうをお願いいたします。款2.保険給付費、項2.高額療養費につきまして

は、トータルで86万円の減額でございますが、その内訳といたしまして、一般被保険者

高額療養費につきましては、これは財源の内訳の補正でございます。退職被保険者等高

額療養費につきましては、歳出の状況を見まして100万円の増額をお願いするものであ

りますし、一般被保険者高額介護合算療養費と退職被保険者高額介護合算療養費につき

ましては、それぞれ実績等を勘案し、減額をするものでございます。 

 13ページの款2.保険給付費、項4.出産育児諸費でございますが、当初20件を予定して

おりました。見込みでは16件、４件少なく、16件になるのではないかということで、そ

の分を168万円減額させていただいております。 

 14ページをお願いいたします。実績にもたれまして、後期高齢者支援金といたしまし

て６万3,000円を増額するものでございます。 

 次に15ページ、老人保健拠出金につきましても実績でございますが、今回はないとい

うことで10万円の減額をするものでございます。 

 16ページにつきましては、介護納付金、財源の内訳の補正でございます。 

 17ページ、共同事業拠出金につきましては、329万6,000円を収入見込みに合わせて増
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額するものでございます。 

 18ページ、款8.保健事業費、項1.特定健康診査等事業費は、不用の見込みが出てきま

したので、その分を496万3,000円減額させていただきます。ここに掲げてある細目につ

いて減額をするものでございます。 

 19ページ、款10.諸支出金につきましては、国への返納金が生じました。2,441万

5,000円の繰越金をしておりますけれども、そのうちの1,858万1,000円を今回国のほう

に返納するものでございます。 

 最後に20ページ、款10.諸支出金、項2.基金費で３万5,000円の増額ということでござ

います。 

 以上をもちまして、平成24年度の輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）の御説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 一般被保険者療養給付費というのですけれども、これは財源内訳で支払基金、あるい

は国庫支出金が減って一般財源になるということですけれども、これは被保険者に対す

る給付金額は変わらないのに支払基金や国のほうから減額されてくると、これは制度が

変わったというのか、どういう理由でこういうことになるわけですか。 

 それともう１つ、最後の償還金、国庫支出金等返還、精算が出てくるわけですけれど

も、これも国の支出が多過ぎたから返還せよということですけれども、医療費が実際支

払われているのに国や支払基金からの支払いが減るというのはどういう意味なのか、ち

ょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 住民課長 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 まず、一般被保険者療養給付費の財源の内訳のお話ですが、こちらのほうは補正額と

しては給付費は上げてございません。中身といたしまして、国庫療養費の関係と申しま

すと、３ページの歳入のほうでございますけれども、療養給付費等負担金を減額させて

いただいております。これは、変更申請等が途中でございます。そういったものに合わ

せて、それにより近い数字でということで補正をお願いするわけですけれども、そうす

ると、当然そこに財源充当しておりました一般被保険者等については、その内訳が当然
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変わってくるということが生じるわけでございます。 

 それから、国庫の返還金のほうのお話ですけれども、これは年度途中で先ほど申しま

した変更申請等々がございます。その後、診療費の関係で、と申しますと、この１月診

療分、２月診療分、これは３月、４月に支払いが来るわけですけれども、そこまでの分

は変更申請には反映がされておりません。その部分が、例えば増減、当然することがご

ざいますので、その部分が例えば医療費が少ない場合については、翌年度については国

庫療養費の分は返還金が生ずることがございます。逆に、この３月、４月が支払いが多

い場合ですと、その分、国庫のほうからまだ来ていないということになりますので、翌

年度は追加交付があると、単純に申しますとそういった流れでございます。それは毎年

度、毎年度、前年度のそういったものを精算していくというふうでございますので、御

理解をお願いしたいと思います。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 詳しいことは、また委員会のほうでお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第２号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第８、議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）及び日程第９、議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算

（第１号）を一括議題といたします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 
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○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 それでは、議案書の11ページをお開きください。 

 議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でござい

ます。平成24年度輪之内町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ24万

7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,475万3,000円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成25年３月７日提出、

安八郡輪之内町長。 

 次の12ページをお開きください。 

 これは、第２条のとおり、款項の区分についてその補正額をまとめたものでございま

す。 

 詳細につきましては、事項別明細書にて御説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げます。９ページをお開きください。 

 款1.総務費、項1.総務管理費、これは４万円の増額でございますけれども、後期高齢

者医療システムの委託としまして、その納付書発行に係るものを増額させていただくも

のでございます。 

 10ページをお開きください。款2.後期高齢者医療広域連合納付金、項1.後期高齢者医

療広域連合納付金でございますけれども、35万3,000円を増額、これは確定によるもの

でございます。 

 款3.保健事業費は、ぎふ・すこやか健診の事業が完了したことに伴いまして64万円を

減額するものでございます。 

 歳入のほうへ移ります。３ページをお開きください。 

 款1.後期高齢者医療保険料、目1.特別徴収保険料、それから目2.普通徴収保険料、こ

れは特別徴収保険料から普通徴収保険料への組み替え、そして見込みによります増額と

して64万4,000円増額するものでございます。 

 ４ページをお開きください。款2.使用料及び手数料、目2.督促手数料ですけれども、

6,000円の減額でございます。実績による減額でございます。 

 款3.後期高齢者医療広域連合支出金、項1.委託金、目1.保健事業費委託金につきまし

ては、事業が確定しましたことによりまして56万2,000円を減額するものでございます。 

 ６ページをお開きください。款4.繰入金、項1.他会計繰入金、目1.一般会計繰入金92

万8,000円を減額するものでございますが、決算見込みによる減額でございます。 

 次に７ページ、款5.繰越金につきましては、23年度の出納整理期間中に収入があった

保険料分、これを60万4,000円繰り越しとして増額するものでございます。 
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 ８ページ、款6.諸収入でございますが、1,000円を増額させていただくものでござい

ます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についての説明を終わりまして、

続きまして、議案書14ページをお開きください。 

 議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）。平成

24年度輪之内町の児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ340

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,260万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。平成25年３月７日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 15ページ、16ページにつきましては、款項別にその補正額をまとめたものでございま

す。 

 詳細については事項別明細書で御説明申し上げます。３ページをお開きください。 

 歳入から説明させていただきます。款1.障害児給付費、項1.障害児給付費、目1.児童

発達支援費でございますけれども、327万4,000円を減額するものでございますが、その

理由は、当初20名ほどの利用者を見込んでおりましたんですけれども、現在、15名とい

ことで減額するものでございます。 

 次の４ページをお開きください。款2.使用料及び手数料、項1.使用料、目1.児童発達

支援使用料、これも利用者の減によりまして12万6,000円を減額するものでございます。 

 歳出のほうに移らせていただきます。５ページをお開きください。 

 款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費でございますが、２万3,000円を減額

させていただきます。実績見込みによる減額でございます。 

 最後の６ページをお開きください。款2.児童発達支援事業費、項1.障害児給付費、目

1.児童発達支援事業費で337万7,000円減額するものでございますが、節につきましては、

給料、職員手当等、賃金、人件費に係るものの見込みによる減額、それから報償費、旅

費、需用費につきましては、実績見込みによる減とするものでございます。負担金、補

助及び交付金につきましては、児童発達支援事業施設管理運営費負担金は、利用者の数

が減ってきたというようなことから286万2,000円減額するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 
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○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、後期高齢者のほうの特別徴収から普通徴収に切りかえたということで保険料収

入のほうが変わっているわけですけれども、その理由というのはどういうことなのか。 

 それと、普通徴収なれば滞納ということも考えられると思うんですけれども、その滞

納状況というのはどのようになっているのか。概略でいいですけれども、もしわかった

ら教えていただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 特別徴収から普通徴収へ予算を組み替えたのはどのような理由かというようなことで

ございますが、特別徴収といいますのは年金から差し引く保険料をあらわしております。

ところが、特別徴収をするいとまがない、要するに75歳に年度途中になられた方、こう

いう方につきましては普通徴収に変わるということで御理解いただきたいと思います。

その額がこれだけあったというようなことでございます。 

 滞納状況につきましては、23年度は滞納額ゼロということでございましたが、今年は

１件あるというふうに確認しております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第３号及び議第４号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）、議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）は、

文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第10、議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正
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予算（第１号）及び日程第11、議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算

（第１号）を一括議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、議案書の17ページをお願いいたします。 

 議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございますが、第１条の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億

2,200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億500万円と定めるもの

でございます。 

 第２条の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」によるものでございます。 

 20ページをお開きください。第２表の地方債補正につきましては、事業費の確定によ

り特定環境保全公共下水道整備事業債、8,940万円の減額でございます。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございますので省略させていただき

ます。 

 それでは、お手元に配付してございます事項別明細書により御説明申し上げます。今

回の補正は、補助金等の決定並びに事業内容の変更及び精査による不用額を見込みまし

て補正を行いましたので、よろしくお願いいたします。 

 歳出の11ページから御説明させていただきます。 

 款1.公共下水道費、目1.特定環境保全公共下水道建設費でございますが、報酬につき

ましては、下水道推進協議会１回分の減額でございます。給料、職員手当等につきまし

ては、精査による減額でございます。11.需用費につきましても、精査による減額でご

ざいます。13.委託料につきましては、請負差金による減額でございます。15.工事請負

費につきましては、国庫補助金決定額の減額によるものでございます。 

 目2.浄化センター管理費では、440万1,000円の減額でございます。11.需用費につき

ましては112万6,000円で、印刷製本費、その他精査による減額でございます。13.委託

料の260万円の減額は、請負差金によるものでございます。14.使用料及び賃借料、18.

備品購入費につきましては、精査による減額でございます。 

 目3.特定環境保全公共下水道事業整備基金費は1,481万2,000円の追加でございますが、

基金への積立金でございます。 

 13ページでございますが、款2.公債費、目1.元金と目2.利子につきましては、財源内

訳の変更でございます。 

 続きまして、歳入でございますが、３ページをお開きください。 

 款1.分担金及び負担金、目1.下水道事業受益者負担金でございますが、220万9,000円

の減額でございます。 
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 ４ページをごらんください。款2.使用料及び手数料、目1.下水道手数料につきまして

は、排水設備指定業者手数料を当初10件見込んでおりましたが、３件でございますので

７件の減でございます。督促手数料については9,000円の追加でございます。 

 下水道使用料につきましては、472万9,000円の増額でございます。 

 款3.国庫支出金、目1.特定環境保全公共下水道費国庫補助金につきましては、国庫補

助金額の確定により減額するものでございます。 

 款4.県支出金、目1.特定環境保全公共下水道費県補助金につきましては、特定基盤整

備推進交付金183万9,000円の追加でございます。 

 款5.財産収入、目1.利子及び配当金につきましては、基金利子で42万円の追加でござ

います。 

 款７の繰越金は、938万2,000円の追加でございます。 

 ９ページでございますが、款8.諸収入、目1.雑入は、消費税還付金300万円の減額で

ございます。 

 款9.町債、目1.特定環境保全公共下水道事業債につきましては、事業費の確定により

8,940万円の減額でございます。 

 引き続き、水道事業会計に入ります。議案書の21ページをお願いいたします。 

 議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）でございますが、第

１条、平成24年度輪之内町の水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条、収益的支出の補正の支出、第１款水道事業費、第２項営業外費用は、消費税

を増額するものでございます。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正の支出、第１款資本的支出の第１項建設改良費は、

下水道工事の事業量の変更によりまして工事請負費を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、下水道事業の工事請負費が１億2,500万円の減額になるわけですけれども、これ

については国庫補助の決定による減額だというふうな説明だったと思いますが、また歳

入のほうの国庫補助については確定による減額だというような説明でしたけれども、な

ぜ減額になったかという説明がないんですが、なぜ１億2,000万の工事費の減額になっ
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たのか、その理由を説明していただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 国庫補助の予算の段階で国庫補助要望をするわけでございますけれども、そこから決

定額ということで4,300万円ほど減額になりました。この4,300万円の国庫補助減額は、

補助対象の半分が補助ということでございますので、工事の事業費にしますと、ほぼそ

の倍額、9,000万近くになります。それに１つの工事としては単独費がつきますので、

１億円ほどの工事ができなくなるという状況でございます。これは、要望に対して国か

らの決定額ということで減額になったものでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 採択基準が変わったのか、あるいは町の申請しておったその工事というものがなぜ減

額になったのかというのが、採択基準に合わなかったからなのか、どういうことなんで

しょうか。 

 今、国のほうは、公共事業をどんどんふやしておるときやね。そういうときに、何で

このいずれはやらなきゃならない下水道整備事業に補助金がつかないのかというのが理

解できない。輪之内町の申請が国庫補助基準に該当していない工事を申請しておったの

かどうか、それならわかるんですけれども、その辺はどういうふうなことなのか、なぜ

減額になったのかということをちょっと明らかにしていただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 明確な減額になった理由は示されておりませんけれども、国のほうのいろんな事業の

中で全体的な予算を見たときに、下水道事業に対しては要望に対しておおむね25％の減

であったと。減された金額が決定額とされたというもので、決して下水道の採択基準が

合わなかったものではないと思います。 

 また、これは輪之内町だけではなく、全県下の各自治体が同様に減額されたものでご

ざいます。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 
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 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第５号及び議第６号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、総務産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）及び議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）

は、総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前10時55分 休憩）  

（午前11時11分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第12、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算を議題といたします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 加藤智治君。 

○参事兼会計管理者（加藤智治君） 

 それでは、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算について説明申し上げます。 

 平成25年度輪之内町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億5,200万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 第３条、地方自治法第230条第１項の規定より起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、２億円と定める。 

 次にめくっていただきまして、第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足額を生じた場合
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における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成25年３月７日提出、岐阜県

安八郡輪之内町長。 

 それでは、歳入から説明申し上げます。15ページをごらんください。 

 款1.町税、項1.町民税、町民税には個人、法人と両方ありますが、これにつきまして

は合計で４億9,956万4,000円を計上しております。対前年で1,921万2,000円の増となっ

ております。 

 固定資産税につきましては７億7,345万2,000円を計上しております。対前年2,248万

7,000円の増でございます。 

 おめくりいただきまして、16ページ、中ほどの町たばこ税でございますが、本年度は

4,567万6,000円を計上しております。対前年で504万4,000円の増でございます。 

 24ページをごらんください。款9.地方交付税、項1.地方交付税でございますが、普通

交付税８億円、特別交付税4,000万円を見込んでおります。前年同額でございます。 

 めくっていただきまして、26ページをお願いします。款11.分担金及び負担金、項1.

分担金、一番上の目1.農林水産業費分担金でございますが、本年度は30万円です。270

万円の減となっておりますが、ほ場整備事業がおおむね終了したことによります減でご

ざいます。 

 29ページをごらんください。国庫支出金、項１の国庫負担金、民生費国庫負担金でご

ざいます。本年度は２億2,554万2,000円を計上しております。対前年で815万8,000円を

ふやしております。児童手当費の増、それから児童福祉費の増が主な要因でございます。 

 目２の衛生費国庫負担金につきましては、86万6,000円を計上しております。母子保

健事業費の負担金で、これは皆増でございます。 

 次のページをごらんください。国庫補助金でございます。目4.教育費国庫補助金でご

ざいますが、1,468万2,000円の減となっております。これにつきましては、小学校費補

助金の減によるものでございます。 

 32ページをごらんください。県支出金、項1.県負担金、目２の民生費県負担金で

9,333万円を計上しております。463万4,000円の増につきましては、節５の児童福祉費

負担金の県の部分が皆増しております。 

 それからその下、衛生費県負担金でございます。これも先ほども申しましたように、

母子保健事業費負担金の県負担分が皆増しております。 

 その次の県支出金、県補助金、総務費県補助金327万円を計上しております。114万円

の減となっておりますが、これにつきましては岐阜県消費者行政活性化事業補助金がな

くなったためでございます。 

 次の民生費県補助金で4,464万4,000円、475万9,000円の増となっておりますが、これ

は医療費負担金助成費の増が主な要因でございます。 

 33ページをごらんください。中ほどの目4.農林水産業費県補助金で3,056万8,000円を
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計上しております。897万円の増となっておりますが、これにつきましては説明のほう

の６番から10番まで、これが新規事業となってふえております。 

 それから、次の目5.土木費県補助金で2,603万6,000円を計上しております。803万

6,000円の増につきましては、節の一番下、３の農山村環境パビリオン事業補助金とし

まして830万円組んでおりますが、これが主な要因でございます。 

 それから、目6.教育費県補助金は1,268万3,000円の減となっておりますが、これにつ

きましては国体関連の補助がなくなったことによるものでございます。 

 38ページをごらんください。繰入金、基金繰入金、目１の財政調整基金繰入金でござ

いますが、本年度は１億8,246万7,000円を計上しております。 

 ２のその他特定目的基金繰入金で2,100万円で、3,350万1,000円が減額になっており

ます。これにつきましては、光をそそぐ交付金及び義務教育施設整備基金の繰入金の減

でございます。 

 42ページをごらんください。款19.諸収入、5.雑入、目５の雑入でございます。本年

度、5,033万5,000円を組んでおります。前年度から214万8,000円が減となっております

が、これにつきましては、総務雑入の中で福束輪中土地改良区の総代選挙の委託金がご

ざいましたが、これがなくなりましたことによるものでございます。 

 44ページをごらんください。款20.町債、この中の教育債で１億7,490万円が減となっ

ております。廃目となっておりますが、これにつきましては学校教育施設の整備事業と

いうことで、大藪小学校増改築工事が終わったことによる減でございます。 

 続きまして、歳出のほうに入ります。45ページをごらんください。 

 議会費では4,510万9,000円を計上しております。778万6,000円の減につきましては、

職員の人件費を総務課のほうの費用で委託計上しましたことによります減額でございま

す。 

 次のページをごらんください。総務費、総務管理費の目1.一般管理費、本年度は

4,030万3,000円、前年比較で8,268万4,000円の減となっております。これは先ほど言い

ましたように、職員給料等の人件費を次の人事管理費のほうに動かしたものであります。 

 次のページの人事管理費をごらんください。ここの中で本年度は５億6,321万9,000円、

対前年で５億1,114万9,000円の増ということになっております。これにつきましては、

先ほども言っておりますように、各課ごとに組んでおりました人件費を総務課のほうで

一括管理することにしたものでございます。したがいまして、節の給料で２億8,995万

8,000円、これは皆増でございます。それから職員手当等の中では１億7,686万8,000円

組んでおりますが、ここでは１億2,800万円ほどふえております。それから共済費の

9,294万5,000円につきましても、これは皆増でございます。 

 49ページをごらんください。目7.財産管理費で１億397万4,000円、4,878万円の増で

ございます。これにつきましては、13の委託料のほうで1,200万円ほどふえておるわけ
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でございますが、説明の12、13につきまして、これが新規となっております。次のペー

ジをごらんください。節15.工事請負費3,000万円、これは庁舎のソーラーパネル設置で

ございますが、この工事費、それからその下の備品購入費で庁用車、クラウンを買いか

えるものでございますが、この２つにつきまして新規で上げております。 

 次に、目９の企画費をごらんください。9,515万9,000円を計上しております。5,173

万4,000円の増となっておりますが、職員給与費、人件費は、ここでも消しております。

増につきましては、次のページの工事請負費をごらんください。1,529万4,000円につき

ましては、地域公共イントラネット整備工事費として計上しております。新規でござい

ます。これは定点カメラ設置に係る工事費でございます。それから、その下の負担金、

補助及び交付金については、説明のほうの2.補助金、輪之内町光ケーブルテレビ整備事

業補助金6,675万9,000円を新規で組んでおります。 

 52ページをごらんください。目11の電子計算費で3,884万2,000円を計上しております。

対前年2,147万7,000円の増でございますが、これにつきましては庁舎の中の情報管理シ

ステム、現在、ＣＳ情報システムで行っておりますが、総合行政情報システムへの移行

ということで、委託料、それから使用料及び賃借料が増額になっております。それから、

その下の負担金、補助及び交付金の中で岐阜県情報スーパーハイウェイ運営負担金とい

うのがございます。これにつきましては、県が運営しておりましたスーパーハイウェイ

のケーブルを各町でも負担しなさいということで286万4,000円、これは皆増でございま

す。 

 次のページをごらんください。54ページで総務費の徴税費、目で税務総務費でござい

ます。本年度は2,008万4,000円を組んでおります。これにつきまして対前年で2,885万

円の減となっておりますが、これは人件費の減が大きなものでございます。右のほうへ

行きまして、13.委託料で土地鑑定評価委託料は512万1,000円組んでおりますが、245万

4,000円ふやしております。これは平成26年度の評価がえに対応するための委託料でご

ざいます。それから、償還金、利子及び割引料でございますが、過年度還付金としまし

て例年500万円組んでおりましたが、最近ふえておる関係で1,000万円を計上しておりま

す。 

 56ページをごらんください。款2.総務費で戸籍住民基本台帳費につきましては、

2,476万3,000円を計上しております。250万2,000円の減となっております。やはり人件

費の減が大きなものでございます。委託料の中で説明の９から11、この３つのものが新

規でふえております。その下、使用料及び賃借料につきましては、説明の3.戸籍窓口証

明発行システム借り上げ料が新規でございます。 

 58ページをごらんください。総務費、選挙費につきましては、目３の参議院議員通常

選挙費、７月21日予定となっております。これにつきまして新規で計上しております。 

 62ページをごらんください。民生費、社会福祉費でございます。社会福祉総務費では
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1,249万7,000円を計上し、214万1,000円の減となっております。これにつきましては、

委託料の中で地域福祉計画策定を去年終了しましたのでその分の減となっております。 

 次のページ、障がい者福祉費１億2,086万9,000円、263万5,000円の増となっておりま

すが、これにつきましては、節20の扶助費の増が主なものでございます。 

 64ページをごらんください。款3.民生費、社会福祉費で、下のほうですが、目4.福祉

医療費１億2,515万4,000円、918万1,000円の増につきましても、扶助費の増が主な要因

でございます。 

 66ページをごらんください。高齢者福祉費で高齢者福祉総務費１億5,408万7,000円、

3,274万1,000円の減でございますが、これにつきましては人件費の減が主なものでござ

います。次のページの節19の負担金、補助及び交付金につきましては9,970万8,000円組

んでおりますが、対前年では1,447万1,000円の増となっております。これにつきまして

は、説明の7.あすわ苑老人福祉施設事務組合負担金、要はあすわ苑の負担金でございま

す、今年まで相殺方式をとっておりましたが、実際の必要額をはっきりさせるために負

担金の相殺方式をやめた関係でふえております。 

 69ページをごらんください。介護保険費で１億1,269万7,000円、591万1,000円の増で

あります。これは、19の負担金、補助及び交付金の中で安八郡広域連合負担金がふえて

おります。やはり介護保険給付費の増が主な要因でございます。 

 次のページをごらんください。児童福祉費、児童福祉総務費2,408万6,000円でござい

ます。対前年で9,909万2,000円の減となっております。これは保育士の給料、人件費の

減が主なものでございます。節13の委託料、説明５の子ども・子育て支援計画ニーズ調

査委託料ということで150万円組んでおります。これは新規でございます。その次の扶

助費、説明の中の２と３、児童発達支援事業給付費とその下の助成金でございますが、

障害者自立支援給付費のうち、児童に係る分をこちらのほうに移したものでございます。

その下の繰出金100万円につきましては、児童発達支援事業特別会計繰出金で100万円を

計上しております。 

 次のページ、児童手当費でございます。前は子どものための手当ということになって

おりましたが、政権が変わりまして、このような名称にまた戻りました。２億3,269万

円、対前年313万3,000円ふえておりますが、これにつきましては扶助費の増でございま

す。 

 それから児童福祉施設費１億4,617万1,000円、881万7,000円の減につきましては、次

のページにあります工事費の減であります。保育園の工事で去年はたくさん組んでおり

ましたが、その工事が終わりましたことによる工事費の減が要因でございます。 

 74ページをごらんください。衛生費で保健衛生費、保健衛生総務費で4,306万1,000円、

対前年1,834万4,000円の減、これにつきましては人件費の減が主なものでございます。

次のページの節15の工事請負費の真空式温水機更新工事費でございますが、これにつき
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ましては新規です。保健福祉センターのほうの工事であります。それから備品購入費に

つきましても、保健福祉センターの備品を購入するものでございます。 

 76ページをごらんください。保健衛生費の中の予防費で5,032万9,000円を計上してお

ります。対前年279万3,000円の減につきましては、委託料の中で説明４の予防接種委託

料、これの減が大きなものであります。それから、その上の需用費の中ですが、説明の

８の医薬材料費につきましては、生ワクチンから不活化ワクチンに変わったことにより

まして100万円ほどの増になっております。 

 それから、77ページをごらんください。環境衛生費で4,010万3,000円でございます。

266万2,000円の減でございますが、これも人件費の減によるものが主なものでございま

す。これの負担金、補助及び交付金でございますが、ここにつきましてはやすらぎ苑の

負担金が1,000万円ほどふえております。借入金の償還が始まったためというふうに聞

いております。78ページをごらんください。説明の中の補助金１の太陽サンサン補助金

というのがあります。これも先ほど補正しましたように、需要が大変多うございますの

で最初から700万円を計上しております。 

 次のページ、清掃費、清掃総務費で１億230万4,000円を組んでおります。これにつき

ましては、負担金、補助及び交付金の中の西濃環境整備組合の負担金が500万円ほどふ

えております。 

 81ページをごらんください。農林水産業費の農業費でございます。目２の農業総務費

で114万5,000円、2,947万8,000円の減になっておりますが、これにつきましては人件費

の減が主な要因でございます。 

 82ページをごらんください。農業振興費で1,308万8,000円につきましては、節13の委

託料、商標登録料としまして17万8,000円組んでおりますが、「徳川将軍家御膳米」と

いうものを商標登録したいというふうに考えております。これは、わずかですが新規で

上げております。次のページの上から２つ目になりますが、ふれあいフェスタ補助金と

いうことで、こちらにつきましては委託料に組んでおりましたものを今年から補助金の

ほうで組み直したものでございます。 

 耕種農業費4,592万6,000円、951万4,000円の増となっておりますが、これにつきまし

ては負担金、補助及び交付金の中で説明の８、９の２項目につきまして、今年新規で上

げております。 

 84ページをごらんください。農地総務費では2,226万3,000円を組んでおります。

1,284万5,000円の減となっておりますが、これにつきましても人件費の減と東部ほ場整

備事業負担金等の減が大きなものでございます。 

 86ページをごらんください。商工費、目３の観光推進費451万6,000円を計上しており

ます。これにつきましては、新規としまして、次のページの一番下に書いてありますが、

軽トラ市開催事業補助金ということで新規で15万円計上しております。 
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 88ページをごらんください。土木費で土木管理費、土木総務費986万円を計上してお

ります。3,690万9,000円の減でございますが、これにつきましては人件費の減でござい

ます。 

 90ページをごらんください。道路橋りょう費、目２の道路維持費１億2,760万9,000円、

3,125万2,000円の増につきましては、節13の委託料、測量設計委託料の増、それから15

番の工事請負費、道路舗装工事費を大幅に増しております。 

 それから目３の道路新設改良費１億2,624万2,000円、1,410万8,000円の減につきまし

ては、調査設計委託料のほうが減しております。それから公有財産購入費、負担金、補

助及び交付金の中で道路整備事業等負担金は償還金でございますけれども、これの減が

大きなものでございます。 

 次のページへ行きまして、目4.橋りょう維持費324万4,000円につきましては、説明の

中にありますように、橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料ということで、今年新規で

計上しております。 

 それから、用悪水路費としまして1,991万6,000円でございます。対前年で2,027万

5,000円を減しておりますが、これは工事施工箇所の減によるもので、工事費の減であ

ります。 

 92ページをごらんください。河川費、河川総務費、本年度は2,608万4,000円でござい

ます。620万3,000円ふえておりますが、これにつきましては委託料で、説明の２の福束

排水機場４号ポンプ増設記念事業委託料を新規で組んでおります。それから工事請負費

としまして450万円、福束排水機場修繕工事費としまして、これにつきましては監視カ

メラが壊れておりますので、そちらのほうを取りかえるものであります。 

 93ページをごらんください。土木費の都市計画費でございます。都市計画総務費とし

ましては281万5,000円を組んでおります。節13の委託料で道路整備基本計画作成業務委

託料を新規で組んでおります。 

 その下の公共下水道費１億8,000万円を組んでおります。これは下水道特別会計のほ

うへ繰り出しをするものでございます。 

 94ページの消防費に入ります。非常備消防費につきましては１億3,980万5,000円、こ

れは前年度並みで計上しております。 

 次のページの消防施設費で1,592万9,000円、1,101万6,000円ふやしておりますが、こ

れにつきましては節18の備品購入費でございます。この消防備品購入費、ポンプ及びポ

ンプ積載車を更新するものでございます。 

 96ページをごらんください。防災費に入ります。本年度1,338万4,000円を計上し、対

前年124万8,000円の減となっております。需用費、委託料等の減が主な要因でございま

す。 

 水防費につきましては276万9,000円を組んでおりますが、次のページの上の需用費、
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ここの中で消耗品費でライフジャケット、水防監視員及び消防団、水防団員となります

が、その方々のライフジャケットを新規で購入しようと組んでおります。 

 98ページをごらんください。教育費、教育総務費でございます。教育委員会としまし

ては60万5,000円で、前年同額でございます。 

 事務局費としましては5,457万6,000円で、4,532万5,000円の減となっておりますが、

これにつきましては人件費の減が主なものでございます。 

 100ページをごらんください。目3.プラネットプラザ管理費で6,754万2,000円、2,439

万5,000円の増となっております。これにつきましては、11の需用費の修繕料でアーリ

オンホール内のどんちょうの修理とか、そういう工事費を見込んでおります。ここで対

前年で560万円ほどアップしております。次の13番の委託料でございますが、説明の一

番下、次のページになりますが、16の町立図書館外壁・屋根改修工事設計監理委託料が

新規で主なものでございます。それから15節の工事請負費につきまして2,158万円を組

んでおりますが、これは先ほど言いました外壁工事と屋根の工事でございます。 

 103ページをごらんください。小学校費に入ります。小学校管理費で4,608万6,000円、

３億95万6,000円の減となっております。これにつきましては、大藪小学校の校舎の増

改築が終了したため、それから委託料と工事請負費が大きく減少したためでございます。 

 106ページをごらんください。中学校費に入ります。中学校管理費は1,986万2,000円

で、前年並み計上してございます。 

 次のページの目2.教育振興費555万6,000円でございますが、対前年327万4,000円の減

です。これにつきましては、節11の需用費の中で教師用の指導書とか、そういう教材を

24年度にそろえましたから、ここではその分が減額になっております。 

 110ページをごらんください。社会教育費に入ります。社会教育総務費では1,806万円、

474万5,000円の増となっております。１番の報酬、社会教育指導員の報酬を勤務時間の

増ということで上げております。それから13の委託料では505万円を組んでおりますが、

ぎふ清流国体のメモリアルコンサート等の記念イベントということで、対前年200万円

の増で組んでおります。それから細かいですが、次のページの負担金、補助及び交付金

の一番下の郡ＰＴＡ連合会事業補助金でございますが、これは輪之内町のほうに事務が

回ってきましたのでその補助金でございます。 

 112ページをごらんください。保健体育費、保健体育総務費で689万1,000円を計上し

て、3,423万9,000円の減になっております。これにつきましては、清流国体の終了によ

ります減が大きなものでございます。 

 次に目２の体育施設費で394万4,000円を計上し、対前年440万5,000円の減であります。

これにつきましても、次のページの一番上、修繕料は国体の修繕料でございましたが、

180万円減しております。それから工事請負費の中では、小学校の体育館の床の工事が

終了しましたので、ここでは300万円を減しております。 
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 目3.学校給食費で2,816万円、対前年で7,590万円の減になっております。これは人件

費の減と、それから給食センター改修工事が終了したことによります減でございます。 

 以上で一般会計の予算説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 新年度予算は対前年比でマイナス2.84％ということでしたけれども、今、国のほうも

公共事業拡大、あるいはデフレ脱却で景気回復のために予算をつけているというような

状況の中で、輪之内町としてはマイナスになる考え方というのはどういうふうに考えて

おられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 総括的な事項ですので、私のほうからお話をさせていただきます。 

 25年度の予算につきましても、出すべきものは出すというか、やるべきことはやると

いう予算を組んでおりますので、その面での御心配はいただかなくても結構だと思いま

すが、先ほどの説明の中にもございましたように、昨年度の大きな建設事業、大藪小学

校の事業等々が３億近く減りますので、それを除外して考えれば、現実には予算はきち

っと伸ばすべきところは伸ばしているというふうに御理解いただければよろしいわけで

すし、それともう１つは、後ほどまた補正予算絡みのところで出てまいりますけれども、

国の３月補正絡みのものにつきましては、24年度補正予算のほうで前倒しをしようとし

ている部分がございますので、そういったものを含めますと、実質的にはこれは増額と

いいますか、国の方向性と一にした積極予算と理解していただいて結構かと思っていま

すので、その点は誤解のないようにお願いしたいと思います。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 別に誤解しているわけではないんですけれども、24年度、今年度の補正予算を見まし

ても、年度末に１億円以上もの財源を出してきて繰り上げ償還するというようなことを
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やっているわけですから、どうもそういうところから見ても積極性が足りないんではな

いかというようなことを思っております。また、委員会のほうでいろいろと議論したい

と思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第７号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算については、それぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第13、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算、日程第14、

議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算、日程第15、議第10号 平

成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算を一括議題といたします。 

 参事から議案説明を求めます。 

 加藤智治君。 

○参事兼会計管理者（加藤智治君） 

 予算書の131ページをごらんください。 

 議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算。平成25年度輪之内町

の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億7,200万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、6,000万円と定める。 

 第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。保険給付費の各項に計上し

た予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年３月７日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 
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 139ページをごらんください。 

 歳入から御説明申し上げます。国民健康保険税、目１の一般被保険者国民健康保険税、

本年度２億2,912万3,000円を計上しております。3,009万5,000円の減でございますが、

これにつきましては一般被保険者数を2,320人、介護につきましては800人として計算し、

予算計上しております。 

 目２の退職被保険者等国民健康保険税2,414万4,000円を計上しております。これにつ

きましては、退職者数を210人、介護を190人で計算しておるものでございます。 

 141ページをごらんください。国庫支出金で国庫負担金、目１療養給付費等負担金１

億5,718万3,000円、対前年で282万円減しておりますが、医療費の減少と前期高齢者の

交付金の変更により減となっております。 

 目3.高額医療費共同事業負担金で434万6,000円を計上しております。これは歳出の拠

出金の減によるものでございます。 

 下へ参りまして、国庫補助金、目1.財政調整交付金で3,492万6,000円を計上しており

ます。これにつきましては、23年度の実績をもとに算出しております。 

 142ページをごらんください。療養給付費等交付金で4,921万1,000円を見込んでおり

ます。これは、退職被保険者に係る経費に対して収入で賄うことができない分を基金よ

り交付されるものであります。その金額を計上しております。 

 143ページをごらんください。前期高齢者交付金で１億4,000万円を計上しております。

これは支払基金からの数値をもとに計上しております。 

 144ページごらんください。中ほどの県補助金で財政調整交付金としまして4,257万

5,000円を組んでおります。これは過去の実績をもとに計上しております。 

 それから145ページ、共同事業交付金でございます。目１の高額医療費共同事業交付

金、それから目２の保険財政共同安定化事業交付金につきましても、過去の実績により

計上しております。 

 147ページをごらんください。他会計繰入金で一般会計繰入金につきましても6,432万

円計上しておりますが、これも過去の実績により計上しております。 

 151ページをごらんください。 

 歳出に入らせていただきます。款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費1,653

万5,000円、これは人件費の増によるもので、79万8,000円の増でございます。 

 153ページをごらんください。保険給付費、療養諸費、目１としまして一般被保険者

療養給付費で４億2,286万9,000円、1,181万6,000円の減となっておりますが、これにつ

きましては対象者が2,320人で、１人当たり18万2,271円で計算しております。 

 目２の退職被保険者等療養給付費につきましては4,508万円を計上しておりますが、

対象者は21人で、１人当たり21万4,666円で計算しております。 

 154ページをごらんください。高額療養費でございます。目1.一般被保険者高額療養
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費では4,924万6,000円を計上しております。これも2,320人を対象とし、１人当たり２

万1,226円で計算しております。 

 退職被保険者等高額療養費につきましては、対象は210人で、１人当たり３万108円で

計算しております。 

 一般被保険者高額介護合算療養費につきましては49万3,000円で、対前年103万5,000

円の減となっておりますが、これは対象者の減によるものでございます。 

 158ページをごらんください。後期高齢者支援金でございます。目１の後期高齢者支

援金は、本年度１億3,100万円を組んでおります。490万円の増となっておりますが、支

払基金からの数値により計算し、計上してございます。 

 161ページをごらんください。介護納付金につきましても5,780万円を計上しておりま

すが、これも基金からの数値をもとに計算して計上しております。 

 162ページをごらんください。共同事業拠出金でございます。目1.高額医療費共同事

業拠出金、目2.保険財政共同安定化事業拠出金でございます。これは国保連合会の試算

額を計上しております。 

 次のページをごらんください。保健事業費で特定健康診査等事業費1,132万8,000円で

239万1,000円の減となっておりますが、特定健康診査の実施計画の策定が完了すること

によりまして減額となっております。負担金、補助及び交付金につきまして、特定健康

診査等負担金につきましては1,636人を見込んでおりまして、受診率は60％を目標とし

ております。 

 これで国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わります。 

 続きまして、輪之内町後期高齢者医療特別会計予算を説明させていただきます。 

 175ページをごらんください。 

 議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算。平成25年度輪之内町の

後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,500万円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。平成25年３月７日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 181ページをごらんください。 

 歳入から説明申し上げます。後期高齢者医療保険料でございます。目1.特別徴収保険

料、それから目２の普通徴収保険料でございます。これは広域連合の予想保険料によっ

て計算し、計上しておるものでございます。 

 183ページをごらんください。後期高齢者医療広域連合支出金でございます。委託金、

目1.保健事業費委託金で463万円を計上しております。これはぎふ・すこやか健診に係

るものでありまして、対象者数を500人としております。 

 184ページをごらんください。繰入金、他会計繰入金で一般会計繰入金としまして



－４５－ 

2,378万3,000円を組んでおります。これは、一般会計の高齢者福祉総務費の繰出金と同

額となっております。 

 189ページをごらんください。 

 歳出のほうに入ります。款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費148万8,000円

を組んでおります。これにつきましては34万5,000円の減となっておりますが、委託料

のシステム委託料の減によるものでございます。 

 次の190ページをごらんください。目1.後期高齢者医療広域連合納付金でございます。

ほぼ前年並みの5,849万1,000円を計上しております。 

 191ページをごらんください。保健事業費で487万8,000円を計上しております。説明

のほうの１の健診費用委託料440万7,000円が主なものでございます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 

 次に、発達支援事業特別会計予算を説明させていただきます。 

 195ページをごらんください。 

 議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算。平成25年度輪之内町

の児童発達支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,300万円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。平成25年３月７日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 201ページをごらんください。 

 歳入から説明申し上げます。障害児給付費でございます。目1.児童発達支援費としま

して1,125万5,000円を計上しております。対前年で382万円の減となっておりますが、

利用者を15人として計算しております。 

 次のページをごらんください。使用料及び手数料でございます。児童発達支援使用料

につきましては37万8,000円を計上し、対前年で12万6,000円の減となっております。こ

れにつきましては、施設使用料ということで計上しております。 

 次のページ、繰入金でございます。他会計繰入金としまして一般会計繰入金で100万

円を計上しております。利用者の減等により財源不足に陥った場合は繰り入れたいとい

うふうに思っております。 

 207ページをごらんください。 

 歳出に入ります。款1.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、本年度は12万

2,000円、前年同額を計上しております。 

 次の208ページをごらんください。児童発達支援事業費で項1.障害児給付費、目１で

児童発達支援事業費、本年度は1,281万6,000円を計上し、対前年279万1,000円の減額と

しております。これも利用者の減によるものでございます。右のほうの節19の負担金、

補助及び交付金の中で児童発達支援事業施設管理運営費負担金の減が主なものでござい
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ます。 

 以上で、輪之内町児童発達支援事業特別会計予算の説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第８号から議第10号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算、議第９

号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算及び議第10号 平成25年度輪之内

町児童発達支援事業特別会計予算については、文教厚生常任委員会に付託することに決

定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後０時05分 休憩）  

（午後１時00分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第16、議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

及び日程第17、議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算を一括議題といたしま

す。 

 参事から議案説明を求めます。 

 加藤智治君。 

○参事兼会計管理者（加藤智治君） 

 予算書215ページをごらんください。 

 議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算。平成25年



－４７－ 

度輪之内町の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億3,500万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、５億円と定める。平成25年３月７日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 223ページをごらんください。 

 歳入から説明申し上げます。款1.分担金及び負担金でございます。目1.下水道事業受

益者負担金につきましては2,439万5,000円を計上しております。対前年1,205万円の増

でございます。 

 224ページをごらんください。中ほどの款2.使用料及び手数料、2.使用料、目1.下水

道使用料で5,924万4,000円を計上しております。対前年638万2,000円の増でございます。

平成24年の実績により計上しております。 

 次のページ、国庫支出金、国庫補助金、特定環境保全公共下水道費国庫補助金につき

ましては１億7,500万円計上しておりますが、前年同額でございます。 

 228ページをごらんください。中ほどの款6.繰入金、項2.他会計繰入金でございます。

一般会計繰入金としまして１億8,000万円を予定しております。 

 231ページをごらんください。町債でございます。目1.特定環境保全公共下水道事業

債としまして２億500万円を計上しております。対前年4,750万円の減でございます。 

 233ページをごらんください。 

 歳出に入ります。公共下水道費、特定環境保全公共下水道建設費でございます。本年

度４億8,413万1,000円を計上しております。482万3,000円の減でございますが、工事費

の減が主なものでございます。節13の委託料でございます。こちらのほうでは下水道事

業の実質設計の委託料を1,700万円ほどふやしております。それから工事費のほうは、

先ほど言いましたように2,320万円ほど減らしております。 

 次のページをごらんください。中ほどの目2.浄化センター管理費5,648万5,000円でご

ざいます。409万5,000円の増でございますが、これにつきましては節13の委託料で説明

の１の浄化センター維持管理業務委託料が390万円ほどふえております。 

 次のページをごらんください。236ページです。公債費としまして、目1.元金１億

2,240万4,000円、850万6,000円の増でございます。これは19年度までの起債分につきま

して元金を償還していくものでございます。 

 以上で、輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の説明を終わります。 

 次に、水道事業会計予算の説明をさせていただきます。 
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 243ページをごらんください。 

 議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算。 

 第１条、平成25年度輪之内町の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。給水戸数につきましては2,893戸で、

前年より５戸ふえております。(4)のイの配水施設拡張工事事業は１億57万1,000円で、

前年より2,536万3,000円ふえております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めるということで、収入支出

それぞれ１億650万円としております。 

 次のページをごらんください。第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定

めるということで、収入を2,410万円、支出を１億1,950万円と定め、不足する額9,540

万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

 第５条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、ま

たはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。これにつきましては、職員給与費643万6,000円としております。 

 第６条、棚卸資産の購入限度額は100万円と定めるものであります。平成25年３月７

日提出、岐阜県安八郡輪之内町長。 

 260ページをごらんください。予算明細書のほうで説明させていただきます。 

 収益的収入ということで、まず収入の部から説明します。水道事業収益、営業収益と

しましては、給水収益で１億485万2,000円を計上しております。右の説明のほうにあり

ますように、一般用では2,853カ所、それから学校・保育園用で９カ所、官公署用で31

カ所を予定しております。合計2,893カ所でございます。 

 目２のその他営業収益につきましては、128万1,000円を計上しております。一般会計

のほうからの負担金が主なものでございます。 

 次のページ、営業外収益でございます。これにつきましては合計で36万7,000円で、

前年同額を見込んでおります。 

 次のページをごらんください。収益的支出の水道事業費、項1.営業費用でございます。

目１の原水及び浄水費で1,628万1,000円を計上し、対前年491万6,000円の減でございま

すが、これにつきましては修繕費の減になっております。ＰＣタンクの塗装工事が終わ

りましたので、その分が減となっております。 

 目２の配水及び給水費803万3,000円を計上しております。350万6,000円の増につきま

しては、委託料で上水道管理システム更新業務委託料307万7,000円の増が主なものでご

ざいます。 

 次のページをごらんください。総係費で1,085万8,000円を見ております。139万4,000

円の増となっておりますが、これにつきましては、人件費、事務費等に係る費用を計上

しております。 
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 次のページをごらんください。目4.減価償却費5,603万1,000円を見込んでおります。 

 この営業費用の合計としましては9,364万3,000円を計上しております。 

 次のページをごらんください。営業外費用に入ります。目1.支払利息としましては、

借入金の借入利子ということで889万1,000円を計上しております。 

 ３の公課費としまして265万9,000円につきましては、消費税及び地方消費税として支

払いするものでございます。 

 営業外費用の総額は1,165万5,000円であります。 

 次に、予備費としまして120万2,000円を組んでおります。 

 266ページをごらんください。今度は資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入としましては、目１で工事負担金につきましては410万円で前年同額を計

上しております。 

 それから下の補償金でありますが、これにつきましては下水道のほうからの補償金と

いうことで2,000万円を前年同額計上しております。 

 次のページに行きまして、資本的支出でございます。建設改良費としまして配水施設

拡張費ということで、右のほうへ行きまして、工事請負費で9,316万4,000円につきまし

ては、配水管新設及び取りかえ工事でございます。それから、その下の委託料につきま

しては740万7,000円を計上しておりますが、これは工事に係る設計委託料でございます。 

 下に行きまして、企業債償還金としましては、本年度は1,862万8,000円を計上してお

ります。借入元金の償還金でございます。 

 以上で、水道事業会計予算の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第11号及び議第12号は、お手元に配りました議案付託

表のとおり、総務産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算及び議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算については、総務産業建設常任
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委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第18、議第13号 輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負担に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書の23ページをごらんいただきたいと思います。

なお、新旧対照表につきましては、１ページ、２ページでございますので、あわせてご

らんいただきたいと思います。 

 議第13号 輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負担に関する条例の

一部を改正する条例について。輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負

担に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７

日提出、輪之内町長でございます。 

 24ページに条例の案が載せてございます。この改正案は、第１条、第２条をもちまし

て、２つの条例を一括で改正しようとするものでございます。国営事業とか、あるいは

国の経営する企業について輪之内町の条例の中で何らかの規定をしております条例は、

ここにございます輪之内町情報公開条例と輪之内町下水道事業受益者負担に関する条例

の２つでございます。これまで国営事業や国の経営する企業とされていたもののうち、

現在も国営企業形態をとっているものは国有林野事業のみでございますけれども、国有

林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の

一部を改正する法律、少し長い名称でございますが、この法律が平成25年４月１日から

施行されます。これによりまして、企業的に運営をしてきました国有林野事業について

は、国有林野事業特別会計を廃止いたしまして一般会計において実施するということに

なりました。したがいまして、国営企業形態をとるものはなくなるということでござい

ます。 

 したがいまして、国が経営する企業について規定をしております輪之内町情報公開条

例、実際の規定は第７条第６号のホのところにございますけれども、こちらを改正条例

の第１条で改正をいたしまして、もう１つの輪之内町下水道事業受益者負担に関する条

例、こちらでは第８条の第２号に規定がございますけれども、こちらの規定を改正条例

の第２条をもちまして改正をしようとするものでございます。 

 なお、附則にございますように、この条例は、平成25年４月１日から施行するという

ことでございます。 

 以上で説明を終わりますので、御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第13号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第13号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第13号 輪之内町情報公開条例及び輪之内町下水道事業受益者負担に

関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第19、議第14号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例及び輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、説明させていただきます。議案書の25ページをごらんいただきたいと思い

ます。なお、新旧対照表につきましては、３ページ、それから４ページに記載をしてご

ざいますので、あわせてごらんをいただきたいと思います。 

 議第14号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及

び輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。輪之内町議会

の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び輪之内町消防団員等公務
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災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７日

提出、輪之内町長でございます。 

 26ページに改正条例案が載せてございます。こちらも第１条、第２条をもちまして、

２つの条例を一度に改正をしようとするものでございます。 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備に関する法律が平成24年６月27日に公布をされております。この法律によりま

して、平成25年４月１日から障害者自立支援法、こちらの法律の題名が障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律という題名に改められます。したがいま

して、この障害者自立支援法の題名を引用しております２つの条例を改正しようとする

ものでございます。 

 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の中では、第

10条の２第２号に該当部分がございますので、そちらを改正条例の第１条で改正し、輪

之内町消防団員等公務災害補償条例には第９条の２第１項第２号に改正すべき点がござ

いますので、こちらのほうを改正条例の第２条をもって改正をしようとするものでござ

います。 

 なお、この改正条例の施行日は、附則で平成25年４月１日から施行するとしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第14号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第14号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第14号 輪之内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例及び輪之内町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり決定されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第20、議第15号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明をいたします。議案書は27ページでございます。新旧対照表につき

ましては、５ページ、それから６ページでございますので、あわせてごらんをいただき

たいと思います。 

 議第15号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。輪之内

町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成

25年３月７日提出、輪之内町長でございます。 

 28ページに改正条例の案が掲げてございます。これまで災害等に派遣された職員に支

給することができる手当につきましては、災害派遣手当と武力攻撃災害等派遣手当の２

つでございましたけれども、24年５月11日に公布されました新型インフルエンザ等対策

特別措置法、そちらの附則の第３条におきまして地方自治法の一部改正が行われること

になり、職員に支給することができる手当の中に「新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当」というものが追加をされました。したがいまして、職員の手当を規定しておりま

す輪之内町職員の給与に関する条例の第２条第１項、それから第23条の８及び第24条を

改正するものでございます。 

 第２条につきましては、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を新たに追加すると

いうことと、第23条の８におきましては災害派遣等という見出しになってございますけ

れども、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当についてと災害派遣手当を準用すると

いう規定を新たに１項追加するものでございます。 

 第24条につきましては、第２条の改正と同様な内容になっております。 

 以上で説明を終わりますので、御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第15号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第15号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第15号 輪之内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第21、議第16号 輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 それでは、お手元の議案書の29ページをお願いいたします。そして新旧対照表は、７

ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 議第16号 輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について。輪之内町手数料

徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７日提出、

輪之内町長。 

 30ページのほうに改正文が載せてございます。平成20年５月より住民基本台帳法と戸

籍法が改正されました。それにもたれまして、本人の確認ということが義務化をされた

ところであります。確認するには、顔写真つきの本人確認処理が必要となります。そう

いった場合、主なものとして運転免許証、それからパスポート、それから住基カードと

いうものがあるわけでございます。通常ですと運転免許証を提示の方がほとんどでござ
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いますけれども、高齢の方になりますと運転免許証を返還されたりということで、なか

なか顔写真つきのものがないということも見受けられます。そういったことで、７ペー

ジの新旧対照表のほうを見ていただきたいわけでございますけれども、今まで住民基本

台帳カード交付手数料として１件につき500円をいただいておったところでございます

けれども、ここにございますただし書き以降のところで、交付対象者が満65歳以上の者

にあっては徴収をしませんというように条例を改正するものでございます。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 住基カードが65歳以上の方は無料化になるということだと思うんですが、これはどう

やって調べるんですかね。例えば、免許証があるとか、その他パスポートを持っている

か、持っていないか、それはどうやって調べるか。これが通った後に、全員にそれを義

務づけるのか。今でも義務づけているわけじゃないでしょう、これ希望者だけですね。

だから、これをやることによってどういうことが起きてくるかということ。だから、そ

こまで踏み込むということは何を意図としているんかなあということをちょっとお尋ね

したいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 住民課長 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 まず、実際の流れの中で顔写真がない方がどういった確認をさせていただけるかとい

うところから、ちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、まず顔写真の

証明するものがない方につきましては、後期高齢者の保険証とか、それから介護保険の

保険証とか、国民健康保険の保険証とか、そういったもので２つを提示していただくと

いう確認をしております。ただ、なかなかここの窓口にお見えになったときに、そうい

った２つのものがない場合もございます。それともう１つ、職員で顔見知りの者がおれ

ば、その者が確認するという方法も最終的にはとってございますけれども、またその者

が出張等でいないこともございます。それで、最悪どういったケースかと申しますと、

本人さんにいろいろ書類のほうに御本人であるということで、本人確認口頭質問票・面

識確認票で御確認いただいて、いろいろ書いていただいて、御本人さんに違いないとい

うことを確認した上で発行するという手続を今とっているところでございます。 
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 そういった中で、何もないよという方がお見えになったときに、いろいろその窓口で

お時間をとらせるということにもなりますので、こういった顔写真つきの住基カードを

発行することによって、そういった住民サービスの利便性を図っていきたいというふう

に考えたところでございます。以上でございます。 

○議長（北島 登君） 

 ほか質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第16号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第16号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第16号 輪之内町手数料徴収条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第22、議第17号 輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書の31ページをお開きください。 

 議第17号 輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について。輪

之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとす

る。平成25年３月７日提出、輪之内町長。 
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 新旧対照表の８ページ、９ページを開きながら説明をしたいと思います。 

 本則中、「乳幼児・小中学生」を「乳幼児・小中学生・高校生世代」に改めます。１

条、２条、３条、３条の２が新旧対照表のほうに上がっておりますが、高校生世代を追

加するということでございます。 

 それから第２条第１項第１号中、「15歳」を「18歳」に改めるということでございま

す。 

 なお、附則としまして、この条例は、平成25年４月１日から施行するということでご

ざいます。 

 御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これは反対するわけではないんですけれども、確認ですけれども、高校生世代といい

ますと、義務教育が終わって働いておられる方も中には当然あるはずですけれども、そ

ういう場合に、要するに労働災害とか、あるいは高校生でもそうですけれども、そうい

うものに対してもこれが適用されるのかどうかということなんかをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 これは労災とか、そういうものではございません。医療保険の窓口負担を無料化にす

るということでございますので、御理解のほど、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 この18歳まで、高校生世代ですか、何でも個人の負担が減るということは地域住民に

とっては大変朗報であるということは論ずるまでもございませんが、これをやることに

よってどういうことが起きてくるか。例えば、子育て支援の一環であるのか、また18歳
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までというと、例えば後期高齢、要するに75歳以上の方の保険料もちょっと、こうやっ

て18歳までやるんだったら、若い者にも手厚く行く、それから今まで支えてきた人にも

少し楽してもらうような制度に、同じように両方に。働く世代は、それで一生懸命働く

のでいいんですが、年金生活になってしまったという方の医療費についても、少し両方

の含みを持たした、18歳まで広げるということであれば、そちらのほうも考えられたら

どうかなということをちょっと思いましたので、そこら辺の考え方、なぜこの18歳なの

か。これは県下で大垣市のほうでやられておるというようなことをちょっと聞いたこと

がございますが、どんなようなことが起きるのかなあということをちょっとお尋ねした

いと思います。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 18歳まで医療費の窓口負担なしということにつきましては、子育ての軽減を図るとい

う意味でこの条例を改正するものであります。前期高齢者も含めた高齢者についての議

論は、まだこれからだというふうに思っておるところでございます。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 いやいや、そういうことを言っておるんじゃなくて、18歳までの若者まで医療費の関

係で補助するということは、誰も悪いと言うておるわけやないのでいいんですが、支え

てきた年齢層の方についても、これから支える人にも同じこと、支えてきた人にも、や

っぱりそういう気持ちをこういう支援という形の補助の中で捉えていったらどうかと。 

 これがよそがやらんでうちもやらんということじゃなくて、よそに先駆けて、この18

歳でも全県下一斉にやっておるわけではないと思うんで、多分先駆けて一つのアピール、

住みよい町ですよということを、輪之内町をアピールする大きな一つのものになるかな

あというように思うんですが、それと同じく、やっぱり育て上げた、要するに老後を暮

らしていただく世代においても、年金生活者の方に、そういう形で少し余裕を持ってい

ただけるようなことが考えられないかなあと。まだ検討されていないということは、今、

福祉課長のほうから御答弁をいただきましたけれども、これはそういうのもありかない

かということを聞いておるだけで、別に今すぐやってくれということじゃなくて、そう

いうのも一部では考えていますよというふうにお話をいただけるのか、いや、そんなも

んは論ずるまでもないんだというふうにお考えなのか、どうかなということです。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 
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○町長（木野隆之君） 

 今、貴重な御意見をお伺いしました。18歳までの医療費無料化ということについては、

これは一つには御指摘のとおり、これは間違いなく若者世代の定住促進策の一つとして

の位置づけがございますし、こういったことを通じて、つい最近も22年の国調では１万

28人という形で人口も多少なりともふえておりますし、住民基本台帳の人口も徐々にふ

えておる状況から見ますと、そのふえている原因は、主に社会的流入による若者世代の

流入ということだというふうに理解しております。 

 先日の新聞等でも発表されたように、私どもの町は、老齢化率が42市町村分の37番目

ということで低うございます。町の活力を維持しようと思えば、やっぱり若年層が多少

はよそよりも多くなるような状況を続けないと活力維持にはつながりません。そういう

意味で定住化促進策と理解していただいて結構です。 

 それからもう一つの老齢世代との関連、これは意を払わないという意味では決してな

いんですけれども、全体の負担調整をしていく中で、その議論をすべき時期が来るのか

どうかということも含めて注視をしてまいりたいと、そんなふうに思っております。現

在のところはそういう状況でございますので、よろしく御理解をいただきますようにお

願いします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第17号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第17号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第17号 輪之内町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第23、議第18号 輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

 住民課長から議案説明を求めます。 

 松井均君。 

○住民課長（松井 均君） 

 それでは、お手元の議案書33ページ、それから新旧対照表の10ページ、11ページをお

願いしたいと思います。 

 議第18号 輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につい

て。輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町長。 

 34ページのほうに改正条文がございます。新旧対照表のほうで、また御説明もさせて

いただきたいと思います。 

 まず、この改正がなぜ必要かということでございますけれども、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これが平成

24年４月１日に施行されております。これまで国の政令等で定めておりました、こうい

った一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格要件というものをこういった政令で

定めるものを基準にし、また参考にしながら市町村の条例で定めることになったもので

ございます。これは経過措置がございまして、この25年４月１日までに施行せよという

ことになっております。今回、そういった意味も含めて、町の条例のほうにその管理者

の資格要件というものを盛り込むものでございます。 

 10ページのほうにつきましては、そういった語句の修正部分も含めての改正でござい

ます。先ほど申しました11ページのほうに技術管理者の資格ということで、追加という

ことで第９条で追加をさせていただいております。 

 ちょっと読み上げます。一般廃棄物処理施設における技術管理者は、施行規則第17条

第２項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない、これは施行令の

ほうに書いてあるものを町としては基準としますよと、資格というものにしますよとい

うものでございます。 

 以上でございます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 
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 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第18号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第18号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第18号 輪之内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第24、議第19号 輪之内町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、説明させていただきます。議案書の35ページをお願いいたします。 

 議第19号 輪之内町下水道条例の一部を改正する条例について。輪之内町下水道条例

の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７日提出、輪之内

町長。 

 今回の条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第２次一括法の施行に伴い

まして、公共下水道の技術上の基準を定めるとともに、利用者の公平性など事務の適正

化を図る必要があるため、所要の改正を行い、あわせて字句等の整備をお願いするもの

でございます。 

 改正の内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。新旧対照表の12ペ

ージをお願いいたします。 

 目次の第４章の次に新たに第５章、公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基
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準等を追加するものでございます。 

 第１条の趣旨では、一括法の施行に伴い、所要の改正の行うものでございます。 

 第10条は、字句の整理を行うものでございます。 

 第11条では除害施設の設置基準について、排除適合をしない項目を追加するものでご

ざいます。 

 第12条は、水質管理責任者の選任等について定めるものでございます。 

 19ページでございますけれども、新たに追加するもので、公共下水道の施設に関する

構造及び維持管理の基準等でございます。 

 第20条では排水施設と処理施設についての共通する構造の基準を、また第21条では20

条以外の排水施設の構造の基準、第22条では、同じく20条以外の処理施設の構造の基準

を定めるものでございます。 

 第23条は、前20条から22条までの基準、それから適用除外される施設についての規定

でございます。 

 第24条は、終末処理施設の維持管理基準でございます。 

 第25条以降は、条文の追加により順次繰り下げるとともに、該当条文を改めるもので

ございます。 

 なお、附則は、施行期日を平成25年４月１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第19号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第19号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第19号 輪之内町下水道条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第25、議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定についてを議題といたします。 

 総務課長から議案説明を求めます。 

 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 それでは、御説明申し上げます。議案書42ページをお願いいたします。 

 議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定について。輪之内町町民栄誉賞条例を次の

ように定めるものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町長でございます。 

 次に43ページ、44ページに条例案を載せてございます。 

 条例は第１条から始まりまして、第７条までの構成としております。 

 今回、この条例を制定しようと思うに至る経緯でございますけれども、御承知のとお

り、昨年、ぎふ清流国体が開催されました。その折に、輪之内町の在住の選手が優秀な

成績をおさめられたことは、皆さんも御存じのとおりかと思います。 

 また、過日行われました青少年の健全育成町民会議の総会におかれましても、優秀な

成績等をおさめられた方が多数表彰されておいでになりました。 

 こういった状況から考えますと、今後におきまして、スポーツの分野はもとよりとい

たしまして、ほかの分野においても目覚ましい活躍をされる町民の方等があらわれる可

能性も十分ございますので、そうした折に、その業績をたたえるために町民栄誉賞制度

を今回設けさせていただこうとするものでございます。 

 条例案の目的につきましては、第１条のところで掲げてございます。明るい社会の実

現に寄与し、町民に夢と希望を与えることに顕著な業績があり、郷土の誇りとして広く

町民に敬愛されるものについて町民栄誉賞を贈り、その栄誉をたたえることを目的とす

るとしてございます。 

 対象者につきましては、第２条におきまして、町に居住し、もしくは居住していた個

人の方、または町に所在する団体、特に必要があると認めるときには町民等以外の方も

対象にするという規定にしております。 

 それから表彰の決定につきましては、第３条及び第４条で規定をしております。第３

条におきましては、輪之内町町民栄誉賞審査委員会というものを設けることにいたしま

して、そこの意見を聞いて決定するという手順としております。 

 審査委員会の構成につきましては、第４条にございますけれども、定数は10人以内と
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して、第１号から第３号までに掲げる方の中から、その都度、町長が委嘱または任命し

て審査委員会を構成するという形にしております。 

 それから表彰につきましては、第５条でございますけれども、町長が表彰状及び記念

章を授与して行うということにしておりまして、個人の方が受賞決定された後に万が一

お亡くなりになったような場合につきましては、遺族に方にお贈りさせていただくとい

う内容にしております。 

 それから第６条におきまして、公表等でございますけれども、町民栄誉賞を受賞され

た方の業績を広く知っていただく必要がございますので、公表することとして、その業

績を記録し、長く顕彰する方法を講じることというふうにしてございます。 

 そのほか、条例の施行に際して必要な事項につきましては、規則に委任するという形

で第７条を定めております。 

 こちらの条例につきましては、平成25年４月１日から施行したいと考えておるところ

でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第20号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

総務産業建設常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定については、総務産業建設常

任委員会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第26、議第21号 輪之内町公共施設等整備基金条例の制定についてを議題といた

します。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議案書45ページをお開きください。 
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 議第21号 輪之内町公共施設等整備基金条例の制定について。輪之内町公共施設等整

備基金条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町長という

ことでございまして、条例案は46ページ、47ページに掲げてございます。 

 それでは、説明させていただきます。 

 今回の条例の制定の趣旨については、町長の提案理由のとおりでございます。この条

例につきましては、８条から成る構成としてございます。 

 それでは、その内容について説明をいたします。 

 第１条におきましては設置目的を規定しておりまして、条例の内容を要約するととも

に、その目的を規定いたしております。 

 第２条では、積立額に関しては、一般会計予算、そして児童発達支援事業特別会計予

算にそれぞれ計上して積み立てることを規定しております。 

 第３条では基金の管理方法について定めており、現金管理については最も確実かつ有

利な方法での管理、またその現金を有価証券にかえることができることも規定いたして

おります。 

 第４条では運用益金の処理について定めており、運用から生じる収益、主に利息でご

ざいますが、これを一般会計予算、そして児童発達支援事業特別会計予算にそれぞれ編

入する旨規定いたしております。 

 第５条では、繰りかえ運用する際の方法について規定をいたしております。 

 第６条については、基金の処分の目的について規定をいたしております。 

 以上、第２条の積み立てから第６条の処分については、町に定めてございます各種基

金条例の構成とほぼ同一な構成内容で規定をさせていただいております。 

 続きまして、第７条におきましては、災害発生時の基金の処分について規定をいたし

ております。第６条の処分では、あらかじめ計画されている公共施設の整備にこの基金

を充てることを前提にしておりますが、この第７条では、予期せぬ災害時における応急

対策や災害復旧に要する経費に充てることができる規定をしております。 

 第８条では、条例に規定されている事項のほか、基金の管理に必要な事項がある場合、

町長が定めることについて規定をいたしております。 

 最後に附則でございますが、第１項では施行期日を平成25年４月１日施行とさせてい

ただきます。といいますのも、第２項、第３項に掲げてありますように、輪之内町ふる

さと振興基金条例並びに輪之内町義務教育施設整備基金条例をこの条例に移行する形を

とりたく考えておりますので、今年度中に各基金に積み立てるべき予算計上をしてござ

います額を積み立てた後、本基金に移行するため、施行日を平成25年４月１日とさせて

いただいているところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 
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 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 第２条で一般会計と児童発達支援事業特別会計の２つの会計でこの基金を積み立てる

ことになっているわけですけれども、この意味はどういうことなんでしょうか。その辺、

もうちょっと説明していただけませんか。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 第２条に掲げるそれぞれの会計のことをもう少し詳しくということでございますが、

児童発達支援事業特別会計をあえて加えたのは、設置時においてふれあいセンターを一

部改築して設置した経緯がございます。その際の初期投資経費は、一般会計から持ち出

しております。現在、その部分は特別会計において管理している施設でありますので、

特別会計の自己資金により施設の維持を行っているため、あえて児童発達支援事業特別

会計というふうに加えさせていただきました。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、もともとのふれあいセンターの建設費用が含まれているというようなこ

とでしたけれども、そうすると今度、これは１つの会計といいますか、基金になって、

中では分離はしないわけですね。そうすると、これを使う場合に、特別会計で積み立て

た基金、あるいは一般会計で積み立てられた基金が１つになってしまう。そして、この

実際に使うときにそれを分離するということは、もちろんできないと思うんですけれど

も、だからその必要はないんじゃないかと。一般会計だけで十分じゃないかなというよ

うな気がするんですけれども、かえって経理上ややこしくなるような気がしてしようが

ないんですけれども、そうしないとできないことなのかどうか。会計管理上それができ

ないのかどうかということをちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 先ほどの管理区分についてのお尋ねでございますが、例えば決算書とか云々は、もう
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これで基金が一本化になってしまいますが、事務サイドの中で管理は区分をしていこう

というふうに考えております。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 管理はできるかもしれませんけれども、例えばこの会計報告、決算報告などにはそう

いうことは書面上は出てこなくなるわけですね。特別会計で積んで、それを一般会計で

使っても、それは別に違法ではないし、一般会計で積んで特別会計のほうで使っても、

これも何ら問題がないということにもなりかねないわけですね。そういうことであるな

ら、この２つの会計にする必要は、どうも煩雑になるだけで、一本で十分ではないかと

思いますけれども、一本にすると何か法的にまずいことがあるのかどうか、その辺はど

うですか。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 私の理解がおかしいのか、あれですが、第２条では積み立てについて規定させていた

だこうと思っております。要は、一般会計でこの公共施設整備基金に幾ら積み立てます

よという予算を計上する。そして、児童発達支援事業でも、もし基金に積み立てること

があれば児童発達支援事業の特別会計にも積み立てていただいて、そして支出をして、

この基金に積み立てるという仕組みになっておりますので、最終的にそれぞれの会計で

予算を計上していただいて、この公共施設整備基金に最終的に一本になると。その中で

一本になるんですけれども、事務手続上といいますか、事務方サイドで経理区分はして

いきますよという話だというふうに理解をお願いしたいと思っております。 

 したがいまして、別に会計上、何かに抵触するとか、そういうことは一切ないという

ふうに考えております。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第21号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 
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 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第21号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第21号 輪之内町公共施設等整備基金条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第27、議第22号 輪之内町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、説明させていただきます。議案書の48ページをお願いいたします。 

 議第22号 輪之内町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定についてでご

ざいます。この条例につきましては、一括法による道路法第45条第３項の規定に基づき、

町道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標

識の寸法の基準について必要な事項を定めるため制定するものでございます。 

 第１条は趣旨、第２条は用語の意義、第３条は、標識等の寸法の原則を規定するもの

でございます。 

 附則第１項は、施行期日を平成25年４月１日からとするものでございます。 

 附則第２項は、改正後の経過措置を定めたものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、この条例化しなければならないという理由が十分に理解できないわけですけれ
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ども、なぜこういう条例が必要なのか。この条例がないことによる不都合なことって何

があるのかということをちょっとお伺いしたい。 

 それから、この標識の種類というのは、今どのようなものがあるのか、何種類ぐらい

あるのか。 

 あと、この附則の中で、従来のものについてはそのままでいくということですので、

そうすると、新しくもしつけた場合に、同じような標識があったときに、この規格が違

ってくる可能性もあるわけですね、これは。そういう場合、この関連することはないの

かどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず１点目、条例化をする理由でございますが、道路法第45条２項及び道路交通法第

９条３項に基づきまして、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が定められてお

ります。これをもちまして、道路法第45条３項で条例化をしなさいということになりま

して条例化するものでございます。 

 これにつきましての不都合でございますけれども、町道等の管理者におきましては、

それぞれ管理者が違うわけでございますけれども、めいめいの寸法等でやりますと、逆

に混乱を招くといういことで、この道路標識区画線及び道路標示に関する命令を参酌し

まして条例化したものでございます。 

 それから２点目でございますけれども、標識の種類はどのくらいあるかということで

ございますが、この条例に定めるものにつきましては、案内標識、補助標識、警戒標識

でございますが、ほかにスピードとか通行区分等の規制標識がございます。今回につき

ましては、案内標識、補助標識、警戒標識について町のほうで定めるものでございます

が、その種類につきましては、案内標識だけでも40種類、ここの手元の資料ではござい

ます。警戒標識、補助標識等も含めますと、100種類以上あるのではないかと思います。 

 ちなみに、案内標識につきましては、何キロ先が何々町とか、右へ行くと文化会館が

あるとか、そういったのが案内標識でございまして、警戒標識につきましては、この先

に信号があるとか、十字路があるとかといったものが警戒標識でございます。補助標識

につきましては、その規制の時間区分とか、この先に横断歩道があるとか、停止線があ

るとかといったものが補助標識でございます。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 第３条で寸法は令、別表に定めるものだということで、これは町独自で決めるもので
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はないということになるわけですね。本文は町独自でつくりなさいと言いながら、肝心

なこの規格については令に従ってやりなさいということになるわけですね。令に従って

やるというんであれば、そのままであるなら、わざわざこの条例化しなきゃならないと

いう、どうしても理解できないんですけどね、これは。なくてもいいんじゃないかとい

うふうに思ってしまいますけれども。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 標識の種類につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の中に別表

にというのがございます。そこにどういうものがここに規制する標識かというのが書い

てございます。 

 また、条例化は必要ないのではないかというような御質問でございますけれども、こ

れにつきましては、先ほども申しましたとおり、一括法によりまして道路法第45条が改

正されたことによる各自治体での条例化の制定でございます。御理解のほど、よろしく

お願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第22号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第22号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第22号 輪之内町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例の制定

については、原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第28、議第23号 輪之内町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、御説明させていただきます。議案書の50ページをお願いいたします。 

 議第23号 輪之内町町道の構造の技術的基準に関する条例の制定についてでございま

す。この条例につきましては、一括法による道路法第30条第３項の規定に基づき、町道

の構造の技術的基準を条例で定めるものでございます。 

 第１条は趣旨、第２条は用語の定義、第３条は道路の区分でございます。 

 第４条では、町道構造の一般的技術的基準は第５条から第43条までであることとし、

第５条では、車線と車線数及び車線の幅員の基準を規定するものでございます。 

 第６条第１項は車線の分離、第２項以降第７項までについては、中央帯の設置規定、

幅員及び側帯の設置、中央帯のうち側帯以外の部分に設ける工作物の規定、分離帯に路

上施設を設ける場合の中央帯の幅員について規定するものでございます。 

 第７条は副道の設置及びその幅員を定め、第８条では、路肩の設置及び幅員等に関す

る規定でございます。 

 第９条第１項は停車帯の設置基準、第２項は、独自基準として停車帯の幅員を2.5メ

ートルとし、1.5メートルまで縮小することができるというものでございます。 

 第10条は自転車道、第11条では自転車歩行者道、また第12条では、歩道の設置基準及

び幅員をそれぞれ規定するものでございます。 

 第13条は、歩行者の滞留の用に供する部分の規定でございます。 

 第14条は、植樹帯の設置基準、幅員、植栽する樹種の選定等に関する規定でございま

す。 

 第15条は設計速度の規定、第16条から第21条までは屈曲部の規定でございます。 

 第21条は視距等、また第22条は縦断勾配の規定でございます。 

 第23条は登坂車線の設置基準と幅員を、第24条では、縦断曲線の設置基準と縦断曲線

の半径と長さを規定するものでございます。 

 第25条は舗装、第26条は横断勾配、また第27条は合成勾配、第28条は、排水施設に関

しての規定でございます。 

 第29条は平面交差または接続の基準、屈折車線または変則車線に関する規定で、幅員

を縮小することができる旨規定するもので、第５項では、すりつけに関して規定してお

ります。 
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 第30条は立体交差の基準と連結路、第31条では、鉄道との平面交差に関する規定でご

ざいます。 

 第32条から第39条までは、待避所、交通安全施設、凸部及び狭窄部等、乗合自動車の

停留所等に設ける交通島、自動車駐車場等、防護施設、トンネルの設備、橋、高架の道

路等の構造に関する規定でございます。 

 第40条は附帯工事等の特例、第41条では、小区間改築の場合の特例を規定するもので

ございます。 

 第42条は自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路、第43条は、歩行者専用道路に関

する規定でございます。 

 附則につきましては、施行期日を平成25年４月１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この輪之内町町道の構造に関する条例ですね。輪之内町の町道というのは全部で何キ

ロメートルありましたか。これ全部にこれが該当するわけですね。今の４種道路、３種

道路というのがありますけれども、町道全部がこの３種道路、４種道路になるのか。３

種道路が何キロあって、４種道路が何キロあるのか、ちょっとその辺を明らかにしても

らいたいと思います。 

 それから、今の10条には自転車道を設けなさいとなっておるわけですね。町道には、

３種道、４種道かもしれませんけれども、これには自転車道をつける、あるいは自転

車・歩行者道をつける、そういう決めがあるわけです。それから車線の幅なんかも決ま

っているわけですけれども、現在の町道に該当していない部分については、これは条例

を４月１日から施行するわけですけれども、これはどのようにしてそれを対応していく

のか、その辺のところもお伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、町道の総延長はどのくらいかということでございますが、24年末で315キロで

ございます。 

 それから、３種の道路、４種の道路は何キロかということでございますが、輪之内町
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の町道につきましては、３種の４級に該当いたします。全部がそうでございます。 

 それから次の自転車道を設ける、車線幅等が決まっているけれども、該当していない

今のものはどうするかということでございますが、今後の修繕、また新設等におきまし

ては、この条例に合わせた対応をしていく予定でございます。直ちに全てを行うという

ことではございませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ３種の４級ですか、現在町内にあるのは、４種道路じゃないですか。失礼しました、

３種道でいいですね。 

 ３種道で、これは何キロでしたね、今言われたのは。 

○建設課長（高橋博美君） 

 315キロです。 

○９番（森島正司君） 

 315キロが３種道ですか、全部がね。 

○建設課長（高橋博美君） 

 315キロ、全部。 

○９番（森島正司君） 

 そのうち、この条例に該当しない部分というのは何キロぐらいありますか、現在、そ

れから該当する部分、該当する部分を聞いたほうが早いかもわからんけれども、どんな

状況ですか。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 条例を今回定めるわけでございますけれども、町内全箇所の確認はまだしておりませ

んので、現時点ではわかっておりません。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、今後新しく設置する町道は、全てこの条例の基準に沿った道路しかもう

建設しないということになるんでしょうか、その辺をちょっと確認しておきたいと思い

ます。 

○議長（北島 登君） 
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 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 道路をつくる際の基準でございますので、新たに道路を設ける際は、この条例に沿っ

た道路で整備していきたいと考えております。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第23号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まだ十分この内容がわかっているわけじゃないもんで、ここで賛成か反対かというの

は非常に判断が難しいところなんですけれども、今言われたように、今後、新しく道路

をつくる場合には、この条例に規定する基準に該当しなきゃだめだというふうになって

くると、例えば村の中の道路改良をやってほしいと、そういった要望もなかなかできな

くなってくるというようなことにならないのかどうか、その辺のところの保証がはっき

りしていない。かといって、今の条例に従って、例えば自転車道、あるいは歩道がきち

んとした整備を早くやってほしいと、こういう条例があればお願いもしやすいというよ

うな面もあるかもしれませんけれども、この経過措置とか、そういうものをつくってで

も本当はやっていくべきではないかなというふうに私は思います。 

 今この段階で、このまま条例が完成してしまって条例違反のことを行政がやっている

ということになっては、これはまずいんではないかと私は思います。したがって、経過

措置にもこれには書いてありませんので、４月１日から施行するというふうになってい

るわけですので、ちょっとこれは時期尚早ではないかと、もう少しよく検討してからで

も遅くはないんではないかというふうに思って、現段階での条例制定には反対したいと

思います。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 
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○６番（田中政治君） 

 この条例は、その第１条の趣旨に書いてあるとおり、道路法が昭和27年にできて、そ

の第30条第３項の規定に基づき、町の区域内に存する道路で町長がその道路を認定した

ものというふうに規定しているので、今、新しく輪之内町が今の条例の中で、先ほどか

ら建設課長が説明をしたような詳しい規定を独自につくるものではないという私の理解

ですが、それであるならば別に今までと大きく変わらないのではないかと。新しい部分

はどこにあるのかと、町の条例で新しく決めた条例はこの中で、道路法以外の町長が認

めた町道において何があるのかという私の理解ですが、そこからいけば反対された方の

考え方、これは新しく町が町道のためにつくる条例であるということで、変わらないの

ではないのかという認識の中で私は賛成をしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これから議第23号を採決します。 

 異議がありますので、起立によって採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第29、議第24号 輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために

必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、御説明させていただきます。議案書の73ページをお願いいたします。 

 議第24号 輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定

公園施設の設置の基準に関する条例の制定についてでございます。この条例につきまし

ては、一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第１

項の規定に基づきまして、輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のため

に必要な特定公園施設の設置の構造に関する基準を条例で定めるものでございます。 
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 第１条は趣旨、第２条は用語の定義でございます。 

 第３条は、災害等、一時使用目的の特定公園施設の設置について次条から第14条まで

の規定除外を定めたものでございます。 

 第４条は、園路及び広場を設ける場合の基準を定めたものでございます。 

 第５条は、屋根つき広場を設ける場合の基準でございます。 

 第６条第１項は休憩所を設ける場合、第２項は、管理事務所を設ける場合についての

構造と基準を定めたものでございます。 

 第７条第１項、第２項及び第３項は、野外劇場及び野外音楽堂を設ける場合の基準に

ついて定めたものでございます。 

 第８条第１項及び第２項は、駐車場を設ける場合の基準を定めたものでございます。 

 第９条第１項及び第２項は、便所の設置についての基準を定めたものでございます。 

 第10条につきましては、前条の便房が設けられた便所の基準を定めたものでございま

す。 

 第11条は、便所についての規定範囲について前条より定めたものでございます。 

 第12条第１項、第２項は、水飲み場及び手洗い場について高齢者、障がい者等の円滑

な利用に適した構造である旨を定めたものでございます。 

 第13条第１項及び第２項は、掲示板及び標識について高齢者、障がい者等の円滑な利

用に適した基準である旨を定めたものでございます。 

 第14条は、特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合の位置を定めたものでご

ざいます。 

 附則につきましては、施行期日を平成25年４月１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第24号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第24号を採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第24号 輪之内町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のため

に必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第30、議第25号 輪之内町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

の制定についてを議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、議案書の83ページをお願いいたします。 

 議第25号 輪之内町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定につ

いてでございます。この条例につきましては、地域主権一括法の施行によりまして河川

法の一部改正に伴いまして、これまで河川管理施設等構造令等により国で定めておりま

した準用河川の管理施設等の構造基準について、旧来の基準を参酌し、準用河川の管理

者である町の条例で定めることになったものでございます。 

 この条例は、９章、第59条から構成しております。 

 それでは、84ページから説明させていただきます。 

 第１章は総則で、第１条は趣旨、第２条は用語の定義でございます。 

 第２章は堤防に関するもので、第３条から第18条までは堤防の基準でございます。 

 議案書89ページをお願いいたします。第３章は床どめに関するもので、第19条から第

22条までは床どめの基準でございます。 

 第４章は堰に関するもので、第23条から第31条までは堰の基準でございます。 

 92ページをお願いいたします。第５章は水門及び樋門に関するもので、第32条から第

39条までは水門及び樋門の基準でございます。 

 議案書94ページをお願いします。第６章は揚水機場、排水機場及び取水塔に関するも

ので、第40条から第45条までは、揚水機場、排水機場及び取水塔の基準でございます。 

 議案書96ページでございますが、第７章は橋に関するもので、第46条から第51条まで

は橋の基準でございます。 

 第８章は伏せ越しに関するもので、第52条から第56条までは伏せ越しの基準でござい



－７８－ 

ます。 

 議案書の99ページをお願いいたします。第９章は雑則に関するもので、第57条から第

59条までは適用除外及び特例等について規定するものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を平成25年４月１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今の説明では何もわかりません。何を決めようとしているのかということですね。こ

れを読めばわかるということかもしれませんけれども、であるなら、今の説明は全く必

要ないということになります。 

 まず、この輪之内町準用河川というのは何本、箇所数、そして総延長、どれだけあり

ますか。それについてどのようにやっていくかと。 

 この中に全く関係のない、輪之内町に該当しないことまでだらだらと書いてあるわけ

ですけれども、こんなことを輪之内町の条例に書く必要があるのかどうか、こんな長い

条例をつくる必要があるのかどうか。 

 ただ、今まであった河川法か何か知りませんけれども、それに書いてあるものをその

まま書いただけであって、輪之内町には全く関係のないことばっかであれば、この条例

はなくても何ら差し支えないわけですけれども、この条例がないと何か不都合なことが

あるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、何を決めようとするのかというのは、河川管理者である準用河川に、この条例

に示しました施設等をつくる場合の基準等について町条例、今までは上位がございまし

たけれども、町条例で定めるということで、この条例を制定するものでございます。 

 また、町の準用河川はということでございますが、５河川が準用河川だと思っており

ます。 

 それから、この条例をつくる必要があるかということでございますが、自由な発想で

基準等もなくつくると混乱します。ほかの市町に流れる準用河川等もございますので、

それはこの河川管理施設等構造令を参酌して各自治体で条例で定めよということになっ
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ておりますので、統一的なものを定めるものでございます。 

 ないと不都合かということにつきましては、先ほども申しましたとおり、河川はその

町独自だけのものではございませんので、その辺は統一すべき必要があるのではないか

と考えるものでございます。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、５河川と言われましたけれども、これの名前を全部言ってもらえるとありがたい

んだけれども、大榑川は該当しないということですか。大榑川の１級河川部分は該当せ

ずに、その上流部分だけということですか。 

 そういう場合、管理用道路をつくらなければならないとなっているわけですけれども、

この管理用道路がないところはないのかどうか、その辺もちょっとお伺いしたい。 

 それから、全く関係のない項目、それはあっても差しさわりがないのかもしれません

けれども、波浪は全く関係ないし、それからそういう関係ないところは削除してもいい

んじゃないかと。これは輪之内町の準用河川ですから、全く意味のない、波浪に対する

ことなんていうものは条例に書く必要は全くない。輪之内町はそんな海に面しているわ

けでないし、それから波によって被害を受けるわけでもない。そのときにこのような条

文は必要ないと私は思いますが、その辺の考え方をお伺いしたい。 

 それと、他町との絡みで、輪之内町だけではないと言われましたけれども、今、大榑

川は１級河川の部分が、養老町に流れ込んでいるかもしれませんけれども、それ以外は

他町との関連は全くないんじゃないですか、輪之内町だけじゃないですか。だから、今、

建設課長の言われた、他町との関連もあるからしっかりしたものをつくっていかなきゃ

いけないというようなことを言われましたけれども、他町との関連というのは一体どの

部分があるのか、教えてください。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、管理用道路をつくらなければならないところがあるのではないかということで

すが、現在あるところとないところがあるというふうに認識しております。 

 また、先ほど「５河川」と言いましたが、訂正をお願いいたします。「大榑川の大榑

橋から上流」が準用河川でございます。 

 それから次の質問でございますが、関係ないところは削除してはどうかという御質問

でございますが、河川管理施設等構造令の中には、今回条例で定めました以外にも項目

等がございます。削除したものもございますが、それはダムとか、高規格堤防とか、あ
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と高潮の関係については、この条例から削除しております。全てを引用して条例化する

わけではございませんので、御理解をお願いいたします。 

 それから、他町との絡みがあるような河川はということでございますが、先ほど申し

ました大榑川でございますが、これは全て輪之内町の中にあるわけではなくて、海津市

と面積を分割するところもございますので、この大榑川等が該当するところであると思

っております。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、管理道路のないところは、これは順次建設していくということですか。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 必要であると認めれば設けるのでございますけれども、そこに余裕地等がないと全て

のところにはできませんので、その辺も考慮しながら、できるところは整備していきた

いと思っております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第25号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 輪之内町の準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例ということになるわ

けですけれども、今該当するのは大榑川だけなんですね。最初５河川と言われたのを、

それを訂正して大榑川の上流のほうだけだと。そうすると、中江川とか東江川、あるい

は西江川、これは全く該当外だというようなことになるわけなんですかね。そうすると、

そこだけのためにこの条例がないと不都合になるというようなことは今のところは考え

られない、条文的にも不的確なところが数々あると。 

 こういう基準をつくること自身は反対するものではありませんけれども、この内容的



－８１－ 

に見ると、条例として定めるべき内容にはなっていないというふうに思いますので、こ

の内容だったらなくてもいいと思って、私はこれは反対です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 この条例で規定する、該当する河川がある限り、当然河川法にもたれて輪之内町が管

理する準用河川、またその技術的基準を定めるものというものは当然必要である。いい

とか、今どうのこうのということじゃなくて、その該当する河川がある限り必要である

ということで賛成をしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第25号を採決します。 

 異議がありますので、起立によって採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 

 起立多数です。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第31、議第26号 輪之内町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 

 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、御説明させていただきます。議案書の101ページをお願いいたします。 

 議第26号 輪之内町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の制定でございます。この条例につきましても、一括法の

施行による水道法の一部改正に伴い、水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並
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びに水道技術管理者の資格基準を定めようとするものでございます。 

 本条例は、４つの条文と附則で構成しております。以下、条文に従って御説明申し上

げます。 

 第１条は、条例の目的について定めております。 

 第２条は水道の布設工事監督者を配置する工事について、第３条は水道の布設工事監

督者の資格に関する基準について、第４条は水道技術管理者の資格に関する基準につい

て、それぞれ定めるものでございます。 

 附則としまして、この条例は、平成25年４月１日から施行する旨定めております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 第３条の布設工事監督者の資格の中で、その他町長が認める者というのは、どういう

基準で町長がこれを認めるわけですか。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 町の供給する水道に関しまして、日常からその業務に勤めている者、また経験年数の

長い者、ここに書いてございますが、それらの者から町長が適任者だというふうに認め

る者も、この布設工事監督者の資格に該当するものでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この布設工事監督者の資格では、ここに８項目があって、８項目以外で町長が認める

者という意味ですね、９番というのは。ということだと、長年経験、10年以上というの

はもう既に５項目に入っていると。ですから、10年未満であっても町長が認めればいい

ということになるのかどうか。 

 それから、いろんなこの学校教育法なり、そういう修学した実績がなくても、今、経

験年数があればいいというふうになっているわけですけれども、その辺のその他町長が
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認める者、今課長が言われたのは、こういった８項目を参酌して町長が認めるという意

味じゃないわけですね。それ以外ですね、これは。だから、それ以外であれば、今の答

弁だけではちょっと理解がしにくいわけですけれども。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 現行法令の考え方と同様でございますけれども、大規模または重要施設の工事に関し

ては、安全性の確保等で布設工事監督者が必要ということでございますけれども、通常、

水道水の水質等の安全確保のために従事する職員でございますれば、当然ここに示して

ございます経歴等がある者がふさわしいのでございますけれども、その他として、そう

いう業務に従事する職員ということで、適当と認める場合に指定することができるとい

うふうに解しております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第26号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第26号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第26号 輪之内町水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定については、原案のとおり可決されま

した。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第32、議第27号 輪之内町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを
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議題といたします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書の105ページをごらんください。 

 議第27号 輪之内町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について。輪之内町新

型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定めるものとする。平成25年３月７日提

出、輪之内町長。 

 本条例の制定につきましては、平成24年５月11日、新型インフルエンザ等対策特別措

置法が公布されたのは前にも出てきましたんですけれども、この公布から１年を超えな

い範囲で施行されることになっております。よって、本条例を制定しようとするもので

ございます。 

 それでは、106ページをお開きください。輪之内町新型インフルエンザ等対策本部の

条例でございます。 

 目的としましては、さきに述べました事項を目的としまして、第１条にそれが掲げら

れております。 

 第２条としましては組織として、本部長、副本部長、本部員、これらの役割を規定し

ておるものでございます。 

 第３条としましては、会議を招集することができるということをうたっております。 

 第４条につきましては、部を設けることができるということをうたっております。 

 雑則としまして、第５条、前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本

部に関し必要な事項は、本部長が定めることというものでございます。 

 附則としまして、この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から

施行するということでございます。 

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 ちょっとこの新型インフルエンザ等対策特別措置法という、その内容をちょっと理解

しておりませんのであれですけれども、これは常設の組織になるのか、あるいはインフ

ルエンザが流行したというときに発動するものなのか、その辺のところはどうなってお
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るのか。もし、そうであればどういうときに、この発動するという条項がこれにないわ

けですけれども、そういうことは決めておく必要はないのかどうか、そのことをお伺い

したいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 これは、新型インフルエンザの対策本部を設置することを条例で設けるということで

ございます。いつの時点で対策本部を設置するかどうか、そういうような事柄につきま

しては、今後、行動計画というものを策定いたしまして、その中で設置すべきかどうか

という判断をするものをつくってまいるところでございます。以上です。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、どういうときにこの対策本部が設置されるかどうかというのは、まだわ

からないということなんでしょうか。行動計画ができてからそれが必要になってくると

いうようなことであれば、行動計画を先につくるのが順番ではないかと。どういうとき

にこの対策本部を立ち上げるかどうかわからないのに、条例だけつくっても町民にとっ

て安心を与えることはできないんではないかと。町民が安心に思うには、新型インフル

エンザ、これも災害の一つだと思うんですけれども、いつ起こるからわからない、そう

いう災害に対して事前に的確に対応できるようにしておくことが必要ではないかと思う

わけですけれども、どのように対策をしていくかということを決める、そういう行動計

画というものをまずつくらなきゃいけないんではないかと。その後に、それに基づいた

対策本部というものが必要になってくるんではないかと思うんですけれども、逆ではな

いかと思うんですが、その辺の考え方はどうでしょうか。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 その対策本部の設置時期につきましては、これはその行動計画を立てるということを

前の答弁で申し上げましたんですけれども、まずこの法律が１年以内に施行され、それ

を受けて政府の行動計画が策定されることになっております。それはこの夏をめどに策

定するということになっております。それから、だんだんと県に来て、そして町が定め

るというふうになりますので、政府と県の行動計画を見ながら、それに合わせて町の計

画も策定していきたいというふうに考えておりますので、今後、そのようにさせていた

だきたい、よろしくお願いいたします。 
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（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 そうすると、今の段階では行動計画をいつまでにつくるかということも、これも全く

決まっていないということのように聞こえたんですけれども、やっぱりこれは上部から

の指示がないと動けないのかどうか知りませんが、今、いろんな情報収集をやっていた

だいて、早急に行動計画をつくるということをお願いしていきたいというふうに思いま

すけれども、よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第27号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第27号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第27号 輪之内町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第33、議第28号 輪之内町食育推進条例の制定についてを議題といたします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書の108ページをお開きください。 
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 議第28号 輪之内町食育推進条例の制定について。輪之内町食育推進条例を次のよう

に定めるものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町長。 

 この食育推進条例の制定につきましては、生まれてから乳幼児期、それから５歳から

17歳までの児童期、思春期、それから働く世代、子育て世代の青年期、壮年期、そして

最後に高齢期まで、生まれてから死ぬまで全てのライフステージにおきまして、関係機

関、それから町民と連携して、知育、体育、徳育、その基礎となります食育を町民運動

として推進しようと、そういった目的で制定するものでございます。 

 109ページのほうへ移りまして、この条例は前文から第５章、第13条まで定めており

ます。 

 前文といたしましては、食の安全性への不安、それから浪費、それから栄養の偏り、

肥満等の問題を指摘し、食の大切さ、食育の推進を町民運動として位置づける必要性を

述べております。 

 それから次に110ページへ行きまして、第１章、総則では、第１条に今申し上げたよ

うな事柄を目的と定めております。 

 第２条では、食育、地産地消、事業者について定義をいたしております。 

 第３条では、基本理念を６つ上げております。 

 第４条では、町の責務を規定いたしております。 

 第５条では町民の役割を、第６条では事業者の役割を規定しております。 

 第２章の推進計画では、この第７条でその計画を策定することを定めております。 

 第３章、第８条では豊かな心の形成について規定しており、第９条では、食を通じた

よい生活習慣を実践することを定めております。 

 第10条では、環境に配慮した食と食の安全・安心の確保について規定しております。 

 第11条では、地産地消の普及と食文化の継承について定めております。 

 第４章、推進体制につきましては、第12条で、その推進協議会の設置とその内容につ

いて規定しております。 

 第５章、雑則、第13条で、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めると

いうことでございます。 

 附則といたしましては、この条例は、公布の日から施行すると。 

 この条例の施行の際、現に策定されている計画は、第７条の規定により策定された計

画とみなす。 

 この条例の施行の際、現に設置されている協議会は、第12条の規定により設置された

協議会とみなすということでございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この条例については委員会付託されるということですので、委員会のほうでまたお願

いしたいと思いますけれども、附則の中で、この条例の施行の際、現に策定されている

計画、あるいは現に設置されている協議会という表現がありますけれども、この現に策

定されている計画、あるいは協議会というのはどんなものがあるのか。今ここでわかれ

ば教えていただきたいし、もしなければ、委員会のほうでまた御説明願いたいと思いま

す。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 この計画につきましては、輪之内町健康計画・食育推進計画というものが既に平成23

年３月に策定されております。そして協議会につきましては、平成23年５月に設置され

ております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議第28号は、お手元に配りました議案付託表のとおり、

文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号 輪之内町食育推進条例の制定については、文教厚生常任委員

会に付託することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第34、議第29号 安八郡広域連合規約の変更に関する協議についてを議題といた

します。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 
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○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書116ページをお開きください。 

 議第29号 安八郡広域連合規約の変更に関する協議について。地方自治法（昭和22年

法律第67号）第291条の３の規定に基づき、安八郡広域連合規約の一部を次のように変

更するものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町長。 

 平成24年６月27日、これはさきも出てきましたんですけれど、地域社会における共生

の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が

施行されました。その中で、障害者自立支援法の題名を障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律と定めまして、平成25年４月１日に施行されることに伴

い、この規約の変更を行うものでございます。 

 新旧対照表の26ページをお開きください。 

 第４条第２号中、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律」に改めるというものでございます。 

 なお、附則といたしましては、この規約は平成25年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第29号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第29号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第29号 安八郡広域連合規約の変更に関する協議については、原案の
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とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第35、議第30号 あすわ苑老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議につい

てを議題といたします。 

 福祉課長から議案説明を求めます。 

 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 議案書118ページをお開きください。 

 議第30号 あすわ苑老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議について。地方自

治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定に基づき、あすわ苑老人福祉施設事

務組合規約の一部を次のように変更するものとする。平成25年３月７日提出、輪之内町

長ということでございまして、この変更につきましては、さきに大垣市長のほうから、

副管理者になりたいということを要請されたということで、この規約を改正するもので

ございます。 

 新旧対照表は27ページをお開きください。 

 第８条第１項中、組合に管理者の次に「１人」を、それから副管理者の次に「２人」

を加え、「各」を削りまして、同条第２項中、副管理者はの次に「大垣市長及び」を加

え、同条第４項中、「町」を「市町」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしましては、この規約は岐阜県知事の許可があった日から施行する。 

 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 これまであすわ苑議会に大垣市長は出席しておられましたか、過去のあすわ苑の議会

に。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 合併後、議会には御出席しておみえになりません。執行者側として御出席してはおみ

えになりません。 
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（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 別に大垣市長が参加してもらっても結構なんですけれども、議会に出てこないようで

は副管理者としての任務が全うできないと思うわけですけれども、今後は議会のほうに

も大垣市長が参加されるというふうに理解してもよろしいでしょうか。 

○議長（北島 登君） 

 福祉課長 岩津英雄君。 

○調整監兼福祉課長（岩津英雄君） 

 出席されるというふうに私どもは思っております。何せ大垣市長の出欠についてどう

こうということは、私個人としては言うことはできませんが、出席されるものと思って

おります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第30号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第30号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第30号 あすわ苑老人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議につ

いては、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第36、議第31号 町道路線の認定についてを議題といたします。 

 建設課長から議案説明を求めます。 
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 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 それでは、説明させていただきます。議案書の120ページをお開きいただきたいと思

います。 

 議第31号 町道路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定に基づき、町

道路線を次のように認定するということでございますが、お手元の平成24年度道路台帳

内訳により説明させていただきます。 

 認定路線でございますが、大藪の宅地開発によるものと海松新田の道路改良によるも

のの２本でございます。 

 24年度の認定の延長と面積、町全体の延長と面積を参考に掲げさせていただきました

ので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今回、この申請といいますか、提案されておる２路線については、先ほどの輪之内町

町道の構造の技術的基準に関する条例に適合しているでしょうか。 

○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 条例の制定は25年４月からということでございますけれども、詳細につきましての確

認はいたしておりません。今までどおりの町の基準に従いまして、できました道路につ

いて認定するものでございます。以上です。 

（「議長」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この道路の幅員はそれぞれ、これは書いてありましたか。ちょっと私、今、議案が全

部頭に入っていなくて申しわけないんですが、幅員は書いていないわけですね。今、輪

之内町の町道の構造の技術的基準に合っているかどうかということは、今ここでは確認

していないということでしたけれども、そうすると、条例は４月１日からだから、４月

１日以前だったら何ら問題ないと、４月１日以降であれば技術的基準に合致していない

と認定できないと、こういうことでよろしいですか。 
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○議長（北島 登君） 

 建設課長 高橋博美君。 

○建設課長（高橋博美君） 

 まず、幅員でございますけれども、大藪のほうにつきましては、最大で６メートル、

最小で４メートルでございます。海松新田のほうにつきましての幅員は、最大で7.4メ

ートル、最小で４メートルでございます。 

 なお、次の道路の規定でございますけれども、条例施行後につきましては、当然この

条例に沿ったものということで認定をするわけでございますけれども、寄附等を受ける

際におきましても、４月以降につきましては、その道路をつくる上で事前にこのような

条件を提示して施工するように指導したいと思っております。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第31号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第31号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第31号 町道路線の認定については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 お諮りします。 

 ただいま常任委員会に付託しました議案については、会議規則第46条第１項の規定に

よって３月18日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第１号から議第12号まで及び議第20号と議第28号については、３月18

日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。各常任委員長は、３月

18日に委員長報告をお願いいたします。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 定例会最終日は午前９時までに御参集、お願いいたします。 

 本日は大変御苦労さまでございました。 

（午後３時17分 散会）  
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（午前８時59分 開議）  

○議長（北島 登君） 

 ただいまの出席議員は９名で、議員定足数に達しておりますので、平成25年第１回定

例輪之内町議会第13日目は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

 総務産業建設常任委員長から、議第１号、議第５号、議第６号、議第７号、議第11号、

議第12号、議第20号についての審査報告がありました。 

 次に文教厚生常任委員長から、議第１号から議第４号、議第７号から議第10号、議第

28号についての審査報告がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 会議規則により質問は３回までといたします。 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 ただいま議長さんの許可をいただきましたので、ただいまより質問させていただきま

す。 

 今年の冬は、北海道、東北地方を初め日本各地において記録的な大雪となり、多くの

被害が出ました。このような厳しい季節も終わりを告げ、暖かい春が近づき、野山は緑

が濃くなり、田畑も元気になってまいりました。 

 町長さんの所信表明に示された８項目に大きく期待をし、でき得る協力、努力をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以下、３点について質問させていただきます。 

 まず１点目ですが、輪之内町の防災は大丈夫か。 

 東日本大震災から、はや２年が過ぎました。被災地では懸命の復旧活動が続いていま

す。さきの報道によりますと、宮城県石巻市で、昨年12月７日に地震により津波警報が

発表された際、高台へ避難しようとした車で激しい渋滞が起き、総延長が40キロメート

ルにも及んだことがわかった。また、東日本大震災では、岩手・宮城両県で700人以上

の遺体が車内から見つかった。 
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 国は、原則徒歩の避難を掲げるが、高齢者や乳幼児を抱える世帯では車が不可欠です。

当町でも、かつて長良川が決壊したとき、堤防等高いところへ逃げようとする車で動き

がとれなくなり、パニックになったと聞いております。幸いにも当町には水が入ってこ

なかったのでよかったのですが、いつ災いが降ってくるかもしれません。 

 また、最近、悲しい火災がありました。心より御冥福を申し上げます。消火栓、防火

井戸等、町の規定により、消火栓設置内規で半径80メートル以内ということですが、一

応の充実は見ていますが、火災があったとき、現況の水利で安心と思われますか。 

 以前の輪之内町には川や池が多くありました。今ではほ場整備により池はなくなり、

川はプレハブ水路に変わり、消防水利としての役割はなくなりました。消火栓、防火井

戸、貯水槽頼りでは安心できません。町内の４本の川を重要な水利と位置づけ、利用し

やすいように整備をし、環境にも配慮した計画を進めてほしいと提案したいと思います。 

 以上のことにより、①有事のとき、避難の方法、場所についてどのように考え、町民

の方々の安全確保についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 ②消火栓、防火井戸、その他の方法について、設置基準の見直しを考えてみえるか。 

 ③消防水利としての川の利用計画について、川の水をためる等、方法などについてで

す。 

 次に、体罰について御質問します。 

 最近、大阪市の桜宮高校の生徒さんが体罰により自殺をされるという痛ましい事故が

起きました。輪之内町のスポーツ関係者には無縁だろうか。 

 「スポーツは一生の友達」のスローガンのもと、新規・継続団員の募集がなされてい

ます。指導なのか体罰なのか、その境はわかりにくいのですが、年齢、体力、個々の性

格等、人それぞれ違います。当然、指導者には指導者の考えがあると思いますが、恐怖

を与える指導は、特に小学生には必要ないと思います。どなる、蹴る、特に不要です。

子供たちにとって宝物になる、苦しくても楽しいスポーツを教えてやってほしいと思い

ます。 

 そこで、教育長にお尋ねをいたします。 

 ①当町のスポーツ少年団において、どのような指導がなされていると考えてみえるの

か。 

 ②指導者の考え方、方法について話し合いを持たれたことはありますか。 

 ③本来の少年スポーツにおいての考えについてお尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、防災拠点の拡充についてを御質問させていただきます。 

 崇文地区（藻池、福束新田、中郷新田）には消防の拠点がありません。農協倉庫の跡

地には自治消防の施設があります。崇文地区、特に東藻池、福束新田、中屋敷、北屋敷、

中中郷、下中郷、東中郷、西中郷等にはポンプ車がないため、ホースの接続の訓練もで

きません。ぜひ農協跡地に防災基地をつくっていただきたいと思います。町長さんの考
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えを示していただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 おはようございます。 

 今、田中政治議員から３項目にわたり御質問をいただきましたので、順次お答えいた

したいと思います。 

 まず、輪之内町の防災について幾つかの御質問、御提言をいただきました。 

 そこで、有事の際の避難方法、場所に関する質問でございますが、避難が必要となる

災害として想定されますのは、輪之内町においては、まずは地震災害と水害であろうと

考えております。地震災害と水害では、おのずから避難できる場所が異なってまいりま

す。水害時の避難場所について地震災害と同一の公共施設等を指定しているケースもあ

りまして、従来からその対応が課題となっておりました。 

 町では平成23年度に洪水ハザードマップを作成した折に、各地区の水害時の避難場所

の見直しを行い、各家庭に配布し、周知をさせていただいたところでございます。 

 その洪水ハザードマップをごらんいただいたかと思いますけれども、揖斐川、もしく

は長良川の堤防が破堤した場合には、町内のほとんどの地域が２メーターから５メータ

ー浸水することになります。 

 輪之内町は、御承知のとおり、典型的な輪中地帯であります。水との闘いの中から、

先人たちは自助として水屋や上げ舟を備え、共助として助命壇を設けて水害に備えてま

いりました。その知恵は現在でも十分通用するものと、効果を発揮するものと考えてお

りますが、住宅を２階建てにしたり、その所在場所が点在する等、住宅様式の変化によ

ってその数というのがめっきり少なくなってきております。したがって、万が一、堤防

が破堤した場合の避難場所としては、浸水しないと考えられる公共施設や堤防等の高台

を指定しているところであります。 

 近年、ゲリラ豪雨のように短時間で局地的な降雨があった場合、従来では想定外と思

われるような河川水位の急上昇も引き起こされております。しかし、洪水は地震発生時

の津波のように短時間で住宅を襲うものではなく、河川水位の情報収集や上流部での降

水量の把握により、ある程度の時間の余裕を持って危険を予知することもできるものと

考えております。 

 事態が切迫した折には、順次、的確な情報を広報無線等により住民に伝えてまいりま

す。なお、その際には、緊急車両の通行を阻害しないように堤防上には車をとめないこ

と、そして当面の食料や必要な身の回り品を持参していただく等、避難における注意事

項もあわせて伝えてまいりたいと考えております。 

 なお、堤防が破堤した場合には役場庁舎付近も2.4メーター程度の浸水があると予想
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されておりますので、庁舎自体が孤立してしまう可能性も十分に考えられます。小・中

学校の避難場所についても同様なことが言えると思います。このようなことから、先人

の知恵である助命壇に比すべき防災拠点の整備についても、今後、鋭意取り組んでまい

りたいと考えております。 

 また、近隣の各市町で全てが浸水被害を受ける可能性は低いと考えられますので、広

域連携により他市町への避難についても、その望ましいあり方について検討を重ねてま

いりたいと考えております。 

 また、揖斐川や長良川を越えて町外へ逃れるためには、現在、福束大橋と大藪大橋し

かございません。このことから、安全・安心を確保すべく、ぜひとも（仮称）養老大橋

の架橋実現に向けて努力をしてまいりたいと考えております。 

 先ほどの議員御指摘のとおり、いざ避難が始まれば冷静さを失った行動による混乱が

発生する可能性は高いと思われますので、住民の皆様には、ぜひとも平常時において交

通渋滞のさまざまなケースを想定して、命を守るにはどうすればよいのかを最優先とし

て考えておいていただければ幸いでございます。 

 なお、河川の増水時には命を守るために避難が重要ではありますが、堤防を破堤させ

ない水防作業も重要であります。突発的に発生する地震と異なり、堤防の破堤は、水防

作業によってある程度未然に防ぐことができる場合がございます。したがいまして、緊

急事態が迫った際には、対策本部の早期の立ち上げ、堤防の損壊状況の確認と情報収集

を行い、事態が悪化した際には、消防団員が今水防団員を兼ねておりますが、そういっ

た方々、水防監視員、また各地区からの自衛の水防隊の活動が不可欠であると考えてお

ります。 

 なお、福井県所在の原子力発電所の発災に備えるべく、別途検討が必要なことは申す

までもございません。論をまたないものと考えております。これに関しては非常に超広

域になりますので、国・県の施策と連携をしていくべきもの考えております。 

 続きまして、消防水利に関する御質問にお答えいたします。 

 平成25年１月５日に開催しました消防出初め式の折に、本年は無火災の年にしたいと

決意を新たにしたところでございますが、残念ながら今日までに町内で既に３件の建物

火災が発生しております。中でも大藪地内の火災においては出火が深夜であったことも

あり、近年にない大火となりました。また、その際、１名のとうとい命が失われました。

お亡くなりになりました方の御冥福を、心よりお祈り申し上げる次第でございます。 

 現在、町では消防水利を確保するために、地区の要望に応える形で消火栓を設置する

予算、また昭和46年度より各地区で防火井戸や防火水槽を設置される場合に補助金を支

出することとし、毎年度、予算計上しているところでございます。これらの予算は、当

然のことながら、今後とも継続をしていく予定でございます。 

 なお、消火栓の設置につきましては、御質問にもございましたように、その基準とし
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て、１消火栓から原則として半径80メーターというふうにしておりますが、この基準は

当面継続してまいりたいと考えております。なお、防火井戸と防火水槽につきましては、

既存の消防水利からの距離等の基準は設けておりません。したがいまして、ここで決め

ているのは補助対象とする施設の規格のみを定めております。でありますから、地元の

合意で、地元で必要と思われる場所に設置していただくことは可能だというふうな内容

になっておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 加えまして、消防水利は、消火栓、防火井戸、防火水槽、プールのような構築物のほ

か、御質問にございました河川等も有効な消防水利であることは御意見のとおりでござ

います。しかしながら、河川等の自然水利については、農業用水が通水される時期、梅

雨どきなど降雨の多い時期には有効に活用できないときもございます。例えば、冬場の

渇水期等には十分に活用できないような状況も出てまいります。 

 今、ほ場整備によってため池が消滅したり、河川の形態が変わったりしているという

のは御指摘のとおりでございますが、このことは農業経営の大規模化や効率化を目的と

するほ場整備事業を導入した以上は、ある部分やむを得ないものであろうと、そんなふ

うに思っております。 

 絶えず河川に水量があれば、河川付近が火災現場になったときに有効であることは論

をまちません。議会初日の提案説明で申し上げたところでありますが、平成24年度から

の５カ年事業として河川の水質改善に取り組むことにしております。河川の上流からの

導水でありますとか、地下水のくみ上げ等により環境用水を放流するというようなこと

が可能になれば、河川を御質問のように消防水利として活用できるような施設整備につ

いても積極的に検討してまいりたいと、そのように考えております。 

 次に防災拠点の拡充についてでありますが、現在、町内には仁木、福束、大藪の小学

校区単位で災害時の防災拠点となるコミュニティ防災センターを設置しております。ま

た、消防の拠点となっている消防車庫は町内に10カ所ございますけれども、崇文地区に

はございません。一部の区域を除いて崇文地区から選出していただいております消防団

員さんには警備班に属していただいて、火災発生の折には交通整理ということの任務を

担ってもらっており、現在、消防自動車や小型動力ポンプつきの積載車は配備しており

ません。 

 従前より警備班用の車両やその詰所を望む声はお聞きしておりますが、今のところ車

両を配備するという決定には至っておりません。このことは消防団の全体の組織にも影

響を及ぼすものでありますので、今後、その必要性、それから重要度等について消防団

の幹部の方と協議をしてまいりたいと、そのように考えております。 

 火災の被害を防ぐためには、火事を出さないという日ごろの心構えと気配り、火が出

た場合は、初期消火が最も効率的かつ重要であると考えております。 

 言わずもがなでありますが、ホースの接続訓練は、例えば消火栓から放水する方法で



－１０２－ 

も一部は可能であると考えられます。また、必要があれば消防団や大垣消防組合から指

導者の派遣や、訓練用の消火器の貸し出しも実施いたしますので、ぜひ各地区において

防火訓練等を実施していただけたらと、そんなふうに思っております。 

 それから田中議員の御質問の中に、単に消防車庫というだけではなく、防災拠点とし

ての活用というお考えもあるのかというふうな質問の趣旨と理解をいたしましたが、こ

の点につきましては、町の第５次総合計画の中で防災備蓄倉庫の設置を施策として掲げ

ております。地域において有効活用が図られるということであれば、設置の内容等も含

めまして候補地として考えてまいりたいと、そんなふうに考えております。どうか御理

解をお願いしたいと思います。 

 ３項目のうちの第２項目につきましては、教育長のほうから答弁をさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上で、私のほうからの田中議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（北島 登君） 

 教育長 森島昭道君。 

○教育長（森島昭道君） 

 田中政治議員から御質問いただきました体罰、いじめについては、私から御説明申し

上げます。 

 教師による体罰が原因で運動部の生徒が自殺するという痛ましい事件が起こり、スポ

ーツの指導における暴力や体罰が問題となっております。当町では、学校で体罰が行わ

れていないか、この２月20日現在で調査をしております。町内の学校では、体罰の事案

はありません。 

 先日、県内の調査結果を県教育委員会が発表しており、県内では、体罰の事実があり

ました。町教育委員会としては、この事案を他山の石とせず、体罰による指導を絶対行

わないように、学校長を通じ繰り返し指導をしております。特に中学校の部活動等にお

いても体罰を行わないよう指導しております。 

 では、１点目の当町のスポーツ少年団においてどのような指導がなされていると考え

てみえるのかについてお答えいたします。 

 当町ではスポーツ少年団は、10団体、団員は175名おります。輪之内町スポーツ少年

団は、スポーツを愛好する少年がスポーツ活動を中心に、文化活動、奉仕活動など計画

的に継続して行えるよう、団の自主的な活動とあわせて、その育成指導者の強化を図る

ことを目的に運営がされております。 

 スポーツ少年団の目的を達成するために、指導者の養成並びに研修を行っており、理

事会等では、岐阜県スポーツ少年団西濃支部の指導のあり方の再確認を行っております。

指導のあり方として、勝利至上主義ではなく、活動の過程での仲間との集団活動や、さ
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まざまな体験を通じてスポーツ好きな団員を育てると伺っております。勝ち負けにこだ

わらず、スポーツを通して健康な体や心を養い、スポーツを好きにさせるように指導が

なされていると考えております。 

 ２点目の指導者の考え方、方法について話し合いを持たれたことがあるのかについて

お答えいたします。 

 昨年、ある方から、質問にある恐怖を与える指導がなされ、子供が行くのを渋ると相

談がありました。本部長、副本部長に相談し、活動場所に出向き、指導者の指導内容を

確認、話し合いの場を持ちました。指導者及びコーチには、行き過ぎる指導のないよう、

お互いに注意しながら行うように指導しております。 

 ３点目の、本来の少年スポーツについての考えについてお答えいたします。 

 発育・発達期にある子供たちがスポーツを継続的に行い、スポーツを楽しく正しく行

うことによって子供たちの健康な体と心を育てることであり、どんな環境にあっても自

分を見失わず、力強く生き抜く力を子供たちが持つことが必要であります。その力を養

う機会、つまり子供たちがみずからの力を育てるための場はスポーツ少年団活動である

と考えております。教育委員会として輪之内町スポーツ少年団の目的に沿って育成指導

者の強化を図るために、指導者講習会、研修会への積極的な参加を呼びかけ、また理事

会等の場においては、その都度、指導のあり方の再確認を実施するよう指導してまいり

ます。 

 以上で、田中議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（６番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 まず、防災ハザードマップによる住民への避難とか、そういった地域環境施設という

ことですけれども、その中で先ほどの御答弁の中に、まず命を大切にするということで、

まず逃げる、それが目的、それは当然です。でも、そのために、例えば最初に言ったと

おり、避難をするのに歩いて避難するのが原則である。でも、そうできない人もいる。

例えば、老人で体が不自由だとか、いろんな形の中でとか、また乳幼児を抱えていると

か、その中に、答弁の中にありました食料を少しでも持って逃げよと、それだけでも大

変なのに、そこへ食料を持って逃げよ、堤防へは車はとめるな、理屈はわかりますよ、

当然でしょう。逃げたって、飲み物もなければ、食べるものもない。それで逃げたから

といって、でも、すぐ多分救助は来ると思いますけれども、そうじゃなくて、体一つで

逃げるにしても大変だ。そんな中での避難をどうするんだ、まずその基本的なところの

答弁に少し力が入っていない。弱者がどうやって逃げるんだ。堤防を渡って隣のまちへ

逃げよ、パニックで逃げられませんよ。隣のまちだって同じような状況が起きています
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よ、そういう時期には。 

 それなら、この輪之内の中で安心・安全をうたうなら、そういったものをどうしたら

いいんだと。よそへ逃げるんじゃなくて、自分の地域で自分たちの身を守る最大の方策

はどうしたらいいんだろうということに最大の力点を置いていただきたい。 

 逃げるにしても、逃げられないところへ逃げよなんていうのは机上の空論ですよ、こ

れ。輪之内だけが災害の地域じゃないですよね、そういうときは、隣町も同じですよ。

ましてや、揖斐川や長良川の橋はパニック状態ですよ、多分。だから、車の中で、先ほ

ど言ったように、大変な方が犠牲になったということを事例としてあえて申し上げたわ

けです。 

 だから、遠いところへ逃げるんじゃなくて、例えば中学校でも小学校でも役場でも、

そういった少し高い施設に何人ぐらいの方が避難が可能か。そして、その地域の中でも、

例えば楡俣のほうは多分海抜が少し高いので、あっちのほうの方は２階建ての家なら、

そこまでの必要はないかもしれませんね。でも、下のほうに住んでいる者にとっては、

多分２階まで水が来るでしょう。だから、そういった人を優先的に避難できるような、

町内施設の中へ誘導できるような道のルートを。 

 例えば、そういったことが起きたときに、役場のほうへ逃げて走ってくる車のルート

を設定して、一方通行ぐらいの規制をかけるくらいの道を設定しながら、とにかくそっ

ちへ逃げよと。反対を向いておる人はその道は通るなと、そのくらいの方向づけをしな

いと、逃げるにも右往左往してしまって、逃げるにも逃げられんのやないかなあと。 

 だから、地震では多分、ここら辺はそんな必要はないと思いますけれども、やっぱり

一番危ないのは、全てが重なった最悪の事態のときですよね。 

 東北大震災で想定外の津波で、二十何メーター、30メーターとかが起きた。想定外だ

ったという言葉は後から言う言葉であって、今ではそういう言葉はなかなか通用しませ

んよね。 

 先ほどの南海どうたらこうたら地震で、けさもテレビですごい数字の被災状況をシミ

ュレーションしたようなことを発表しておりました。だから、以前では想像もつかない

ような災害規模のシミュレーションをなぜそこまでやるか。やっぱり想定外という言葉

を恐れておるんでしょう。 

 だから、うちも地震のときに水防が重なり合ったときは最悪の事態ですよね、多分、

逃げるに逃げられん、あぶあぶこいてしまった。堤防もずたずたに切れてしまった、で

も水は出ている。そういったときに、近くの最も有効な方法というのをこの際ですので

考えながら防災計画を拡充するということが必要ではないか。水と食料を持って堤防へ

車をとめただけでは逃げられませんわ。おじいさん、おばあさんが手をつないで、リュ

ックサックの中へ荷物をいっぱい詰めて、おんぶにだっこして、堤防の上へ車で上がり

たいけれども、堤防の上は上がったらいかん、下からで、これはなかなか厳しい話です
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よね。それなら、小学校か中学校のほうに、そういう人は優先的におれば、そこには皆

さんがお見えになるので、みんなで助け合ってできるんじゃないかなと。そういった、

もう少し内容を詰めた防災計画とか、町民に対する啓蒙活動とかをやっていただかんと、

絵に描いた餅になったしまうんじゃないかなあと。そんな平家の施設へ逃げたってどう

にもなりませんわな。でも、それが現実まだ指定されておったり、お宮さんの高いとこ

ろへ逃げていけといって指定されておったり、もうそれは何十年も前の話ですね。馬や

牛がおって、僕も覚えがありますけれども、お宮さんへ逃げたら、馬や牛がいっぱいつ

ないでありました。そういう時代と、今のこんな文明の進んだ時代と基本的に考え方が

似通っておっては、進歩がないのかなあ、もう少し方法がないかなあということを考え

ます。 

 その場合、町長さんの答弁の中で水防というのが結構クローズアップされております

ね、この防災の中に。なら、町職員、また消防団員が水防にかかわるのは、いつもの訓

練の中でもわかっておりますけれども、なら、自治消防というか自衛消防、うちの区で

も第１次から第３次出動まできめ細やかに出動する団員を提出させていただいておると

思うんですが、その水防団員たちが、もしも活動中に流された、これ身分はどうなりま

すかね。消防団員と同じ公務災害できちっと保護されていますかね。私、今ここへ座る

前に条例をちょっと見てこなかったのでいかんのですが、そういったことについても、

措置された時点で多分きちっと明記されておるとは思うんですが、そういうことも含め

て住民にきちっとした形のものをお示ししていかないと、やっぱり住民の協力もなかな

か尻込みしてしまって、やっぱり自助、共助、いろんな助け合いの言葉はありますけれ

ども、それを全て使って生命・財産、みんなの安心・安全をみんなで守ろうという機運

だと僕は思うんです。 

 それから、今度は消火栓、消防水利の関係でちょっと御質問したんですが、この消火

栓は、一応半径80メートル内規を設けておりますが、これは半径80メートルということ

は直径160メートルですか、この水利で、なら本当の火災があったときに、みんなが本

当に心の中から安心だと。消火栓を目の前に１本持っておるので、俺は火事をやったっ

て怖くないわと思われる人が何人おると思いますか。 

 それは拡充する、要するに何が言いたいかというと、消火栓１本では、まず火は消え

ませんわね。だから、あくまでも初期消火ということに絞って設けてあるということで

すかね。それなら、初期消火で追いつかなかった場合は、どうやって次の消火をお願い

できるんか。大垣の消防署はタンク車を持っていますから、そのタンクで消えますか。

なら、そのタンクについて何本出せるんですかね。私は技術的なことはわかりませんが、

輪之内に消防団、訓練もして、県大会も出て、優秀な消防団員、訓練、早いですよ。そ

ういった消防団員がお見えになるにもかかわず、水利がないためにどうにもならん。 

 揖斐川の水をくんで塩喰へかける、中継をかけてやる、理論的には可能でしょう、例
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えばですね。どれだけ中継をかけるんですか。揖斐川という大きな水利だと言うならば、

やることも可能ですが、それは訓練のための訓練であって、それは中継訓練でしょう、

基本的に。火災のための訓練じゃないでしょう、そんなもん役に立ちませんわ。揖斐川

の水をくんでおって、大体30分で棟が落ちると言っておるのにそんな、前にもかつてそ

ういう訓練もされたようなことも聞いたことがありますけれども、それは訓練のための

訓練にはすばらしいでしょう。でも、火災にはそんなに胸を張って言えるような水利と

しての利用価値はないんじゃないかなと、私は思いますね。 

 それならば、輪之内にある４カ川を水利として活用できるように。町長がおっしゃい

ました、ほ場整備で水利がなくなるのは当たり前、なら、当たり前でなくなるもので今

まで安心を与えておったのなら、その当たり前であったものがなくなったことによって

の不安をどこで今度補うのか。 

 農業者は、確かに生産性も上がりました。いろんな面において本当にプラスですね。

でも、農業者以外の方においては貴重な水利が失われただけで、やっぱり安心・安全の

中では少し後退したことかなあ。それならば、それに見合ったものを何かで考える。そ

の一つに４カ川の整備ですね。今、町長さんも24年度から水質改善云々から取り組んで、

それも一つの方策として考えようと言っていただいておりますので、その中にはきちっ

と組み込まれて、年中流れと水利を兼ね備えた住民の憩いの場も、言うなれば兼ね備え

た河川整備がされるものと期待するわけでございますけれども、これは不慮の火災等に

ついては待ったなしでございますので、３年とかいう長いスパンの考えはちょっと厳し

い。 

 ですから、私が思うには、この内規にもない、補助対象になっております防火井戸を

もっとどんどん拡充して、要するに32万の半分ですので16万ですね。16万という規定を

取っ払ってしまって、本年度から向こう３年間、要するにいろんなそういう災害から回

避するための措置として、井戸を100本とか、150本とか、とにかく掘って掘って掘りま

くるんだと。そして、その消防車と言わず、地域のいろんな防災に役立てると。 

 防火水槽も結構金がかかって、何カ所かつくれませんわね。そんな各区に１個つくっ

たところが、各区といっても大きいですわね。なら、25区に防火水槽をつくろうかと言

ったって、それは全く現状に合っていませんわ。だから、町民に平等にそういう水利を

つくるという目的であれば井戸が一番簡単、かつ邪魔にもならん。消火栓は車が当たっ

たりしますね、たくさん角、角につくると。地下式の井戸であれば、ぽっとふたをあけ

て吸い上げ可能で、後先何も支障もないし、それから耐用年数といいますか、井戸も結

構年数がもちますわね。だから、家が密集したところでも井戸一本掘っていけば、その

角には水利が、もう至るところにある。風向きによってこの井戸も、あっちの井戸もあ

けやあ、風向きも関係なくて水利がいただける。80メートルの消火栓では、風向きによ

っては、ぐるぐるっと回ったときには80メーターは届きませんわな。80メーターのとこ
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ろから、ホースが80メーターというと二四が八、４本ですか、４本のホースでは届きま

せんわね。恐らく５本、６本は必要でしょう。それでも消火栓１本ですよ。 

 だから、拡充してもらうということは、そういう内規にとらわれるのでなく、計画を

もっと拡充すると。それ以外にやりたかったら町長さんの判断によるという、ちゃんと

内規の中にも一言入っております。それを使って、消火栓じゃなくて井戸を拡充するん

だと。消火栓を引こうと思ったら結構な金がかかりますのでね、それなら井戸のほうが

よかろうと。それで、井戸なら手短にやれるという意味で、私は井戸をと御提案申し上

げたいと思います。 

 それから、次に教育長さんの御答弁をいただきました。スポーツを愛して、体を育て

ながら、みずからの力を育てると、大変結構な本来の考えでしょう。何ら一点の曇りも

ない言葉ですが、現実、スポーツ系にはこういった、体罰なのか指導なのかちょっとわ

かりにくい部分で指導がなされるということは往々にあります。あると私も思っており

ます。 

 それが、私たちが小さい時分、要するに小学校、中学校、高校生、今から40年、50年

も前の話は、先生から殴られても、そういう方からたたかれても、それが本当の指導と

いう意味で親も受け入れたし、子供も家へ帰っていったら、おめえが悪いやないかとい

ってまた親に殴られるくらいの、やっぱりそういった心が強かった。でも、今50年たっ

てみますと、今の親は、昔でいうお譲ちゃん、お坊ちゃんが大きくなった親ですよね。

ですから、自分の子供はまたかわいい。だから、だんだん指導の方法も変えていかない

と、やっぱりそういったことでマスコミからも何かあるたびにパンパン、先生が悪い、

先生が悪い、指導者が悪い、当然そういう言葉が起きますよね。でも、よくよくテレビ

を見ながら、そういう指導者の高名な方の体罰をしないでも育つという指導を聞いたと

きに、それもあるんかなあと。それだったら、輪之内町の指導者にも、やっぱりそうい

う指導者の指導者、指導者を指導する人。 

 僕がよく言うのは、おめえ、たたくならたたいてもええけど、おめえなあ、おめえよ

り強いやつをたたきに行けるかと。弱いと思っておるからたたくんだろう、おまえより

強いやつ、体の大きいやつ、上級生、何でもいい、大人ならプロレスラーみたいに頑丈

な人、そういう人に向かっていけるか、一人で。要するに、自分より弱いと思って、も

うそこで自分が優位に立って、そこで手を上げるんだろう。 

 だから、指導者でもそうですよ。子供に手を上げるということは、子供に絶対優位だ

からやるんだ。それがはけ口になってはいかん。だから、教育長に聞いたのは、そうい

う指導者の指導の考え方とか方法について、やっぱりいろんなそういうことも考えなが

ら、そういうコーチ会、コーチの人たちを一堂に会して、どうだろう、輪之内の指導は

いいだろうなあというような会議といいますか、勉強会といいますかね。昔とは変わっ

てきて皆さんもやりにくいかもしれんけれども、こうやって子供を育ててほしいという
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親の気持ちに、十分負託に応えられるような指導をしてほしいですねということをされ

たかなあ、されていますか。大きい意味で私はお尋ねをしたわけです。ですから、そこ

に原点があって、それをもとにスポーツを愛する、人に優しい子供をつくるとか、痛み

がわかる子供をつくるとか、大人になったときにはすばらしい大人になるでしょう。そ

れをスポーツを通じて育てるんだということであれば、それは当然、教育長さん、さき

の御答弁で結構だと思うんですが、それ以前にコーチ、それを指導する方との交流は持

ってみえますかということを私はお尋ねしているわけで、それについても少しで結構な

んでお答えをいただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 非常に熱い思いを語っていただきました。その思いは受けとめたいと思っております。 

 ただ、先ほど幾つか自助、共助について申し上げたのは、これはあくまで、やはり苛

酷な災害を前提としたときに、そこから出発せざるを得ないという部分で念のために申

し上げたわけでありますから、幾つかの論点については、地域防災計画なり、上位計画

との整合性を図る中で、当然議論していくべき問題だと思っております。 

 防災計画なんていうのは、そもそも弱者への対応がなければ計画をつくる意味がない

わけですから、それを忘れているわけではありませんが、まずもってどこから出発する

んだという共通理解がないと計画自体を共有しようという意識が出てきませんから、あ

えて申し上げているということを御理解いただきたいと、そんなふうに思っております。 

 それから、防災全般にわたる話なんですけれども、やはり災害対応というのは同じ方

向を向いて一緒に議論しないと、ああすりゃあよかった、こうすりゃあよかったという

話はだめなんで、そこのところは議論を深める中で論点を共有して方向性を見出してい

きたいと、そんなふうに思っています。 

 それから、消防の水利の話がございました。実はその河川の利用については、ちょっ

とわかりにくかったのかどうかわかりませんが、私はそういうものも含めて今後の利用

形態を考えていかないと、全般的な意味で欠けるところが出ないようにしないといけな

いなという思いで言っておるわけでございますので、これも含めて今後一生懸命やって

いきたいと、そんなふうに思っております。 

 何せ短い時間で語れる部分は少ないわけですから、いろんな場面を捉えて、御意見を

拝聴しながら議論を深めてまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（北島 登君） 

 教育長 森島昭道君。 

○教育長（森島昭道君） 
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 先ほど田中議員のほうからいろいろ御指摘いただきまして、ありがとうございました。

指導者の指導というか、あるいは望ましいスポーツ少年団のありようということは、本

当にいつも言われているんですが、現実はまだ十分でないというところがありますので、

今後、研究会、あるいは研修会、郡でも、あるいは西濃でもそういう大会が催されてお

ると聞いております。そこへ指導者を参加させていただいて、そして指導者の資質とい

うか、指導のありようをさらに高めていきたいなと思います。 

 それから、私も今月の３日にスポーツ少年団の入退団式がありまして、その都度、ス

ポーツ少年団の願いというか、活動は勝ち負けじゃないよ、心と健康というか、そうい

うことを大事にするんだよというふうで言わせていただきましたし、さらに継続すると

いうことで、子供たちが非常に弱くなってきているということで、困難なこと、つらい

ことでも続けるというところに教育的な価値があるかなあということで、そういうこと

も話させていただきました。 

 また、役員会、あるいは役員の方々にもお話をして、そういう機会を通しながら、研

修というか、より望ましいスポーツ少年団のありようというのを求めていきたいなと思

います。以上です。 

（６番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 申しわけないんですが、先ほど１つだけ再質問を忘れましたので、３回目にちょっと

参りたいと思うんですが、それは３番目の大事なやつを忘れまして、崇文地区に防災拠

点がない、それについてどうですか、どういうお考えですかとお尋ねしたときに、それ

を必要とするのかしないのかというような捉え方をしなくてはならないような御答弁が

あったと。拠点をつくるのに、なぜ決定できないのか。それの重要性、必要の重要度と

はどういうことか。また、そこで何で幹部の考えを聞かないかんのか。基本的な姿勢の

中に、崇文地区の防災拠点について、何をもってして決定するのに時間がかかるのか。 

 なぜかというと、ＪＡの跡地は、そういったために今から10年少し前に跡地を購入し

ていただいた。その後に、何度かこういう拠点づくりの話が持ち上がった。でも、それ

は日の目を見ることなく終わってしまっている、で、現在に至っている。御答弁の中に、

ああ、そうかと、ホースをつなぐ練習ができんのやったら消火栓で練習をしやあいいじ

ゃないかと。消防団員を講師に迎えるなり、大垣消防を講師に迎えるなり、方法は幾ら

でもあるよ。 

 自治消防の中でもホースをつなぐ練習をしております。やろうと思えばできます。見

ればわかります。それは事柄を進める上の一つの話であって、本来は防災拠点が欲しい。

警備班が出動するのにも、そんなものは夜警をするのは１分団の機動班の車庫を借りる。
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機動班とは何たるものか、寄せ集めか。僕が入ったときは、南波のほうまで団員がお見

えになりました。それが、私が団員をやめる少し前から、南波のほうではなくて、やっ

ぱり崇文の今の中郷新田、東藻池、福束新田という中で警備班の団員を確保してやろう

ということに、私はそこの中に加わりました。区長からも相談を受けました。そんな中

で、輪之内の消防の出初め式の華のラッパは警備班です。意気揚々と行進する音色を出

すのは警備班のラッパです。消防自動車だけが、機動班や可搬を持っているところだけ

が消防じゃございません。全てを含んで輪之内の消防団でしょう。それが、なぜ決定で

きないんですか。なぜ重要度を考えるんですか。重要じゃないということですか、重要

度を考えるということは理解に苦しみますよ。幹部の考え方、ましてや苦しみますね。

幹部は絶対つくってくれと言うに決まっていますよ。そうじゃなくて、それも兼ね備え

た防災拠点をあの地域に、土地もあるのでつくっていただけたらどうかと。もう取得し

てから10年以上経過しております。これだけ防災が、ワーワーと世間からも注目を浴び

た、いろんな数字が上がってくる今において、そういうことをもっと真剣に捉えていた

だきたいということで、あえて質問をさせていただいております。 

 それから水利とか云々については、町長さんの答弁で私の理解が足らなかったという

ことでございますので、私の言っていることと町長さんと、要するに執行部のほうのお

考えは、２本の道やないですが、交わることがないんじゃなくて、きちっとどこかで交

わっているんだという判断のもとに３回目の質問はやりませんけれども、ぜひともこの

計画にきちっとした、やっぱり期限を切ってでも、つくるんだと、やるんだという考え

をきちっと持っていただいて進めていただきたいというふうに思います。 

 それから、教育長さんの先ほどの御答弁は誠に結構なんで、そういった理想に向けて、

その理想が理想で終わらないように、きちっとした、子供に対し夢を与えるようなスポ

ーツを推進していただきたいというふうに思いまして、質問をよろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 先ほども申し上げたとおり、非常に熱い思いの中でその思いを語っておられます。で

きることはやりたいと思います。いろんな経過があるようでございますので、それらも

きちっと私なりに検証しながら、進めるべきは前へ進めたいと思っております。どうか

御理解をお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 次に、５番 浅野利通君。 

○５番（浅野利通君） 

 議長さんに発言の許可をいただきましたので、農業関係に絞って質問をさせていただ

きます。 
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 昨年の総選挙により、それまでの民主党政権から自公政権にかわったことは御承知の

とおりであります。「コンクリートから人へ」をスローガンにした民主党に、何かが変

わるかもしれないと国民の多くが期待し、一度は政権を担当させてみたわけであります

が、民主党内部の抗争などから決められない政治が続き、国民の期待を裏切り続けた結

果、国民は再び自公政権を選択したものと考えます。 

 民主党政権下の農業政策では、土地改良事業費が大幅に削減された上、聖域なき関税

の撤廃を前提としたＴＰＰ交渉参加に積極的な姿勢を示しておりました。食料自給率の

向上をうたいながら、農業の将来に大きな影響を及ぼすと考えられるＴＰＰ参加のため

の交渉を開始し、交渉に関する情報公開も十分でなく、その内容や詳細も明らかにされ

てきませんでした。 

 自公政権になり、民主党政権下で削減された土地改良事業費の増額や、従来の戸別所

得補償制度は典型的なばらまき政策であるとの理由から、平成26年度に向けて新たな制

度が検討されると言われております。 

 しかしながら、混乱を避けるためとは思いますが、平成25年度は戸別所得補償制度か

ら経営所得安定対策と名称変更されるものの、基本的には今までと同様な枠組みで実施

されるようであります。 

 ＴＰＰに関しては、聖域なき関税の撤廃を前提とする限りＴＰＰ交渉参加には反対と

の立場でありましたが、２月22日の日米首脳会談の結果を受け、安倍総理は全品目完全

撤廃を前提とせずとの確認がとれたと解釈し、予算委員会等で種々の議論はありました

が、交渉に参加することを表明しました。 

 自民党が公約した総選挙から、わずか２カ月後に状況が急展開し、格安の外国産品と

の競争にさらされることになりかねない事態に、私は戸惑いを隠せません。 

 いずれにしても、政権交代に伴い、国の農業政策が大きく見直されようとしている中、

輪之内町は全域が農業振興地域で、農地も約1,000ヘクタールほどあり、国の農業政策

について無関心でいることはできません。 

 一方、輪之内町の農業を取り巻く環境は、南部では農業基盤整備が進んだこと、また

大部分が第２種兼業農家で農業従事者の高齢化や後継者不足などから、自己完結型農業

から集落営農が中心となり、多くの営農組合が設立されております。私の地元も、この

４月から正式に営農組合が発足することになっております。 

 農業を守りつつ、良好な農村の生活環境を守っていくためには、経営規模拡大を進め、

効率的な農業を展開しながら、かつ良好な生活環境を維持していけるように、行政や農

業者がともに知恵を出すことが望まれます。 

 そこで、３点ほどお尋ねします。 

 ①農業委員会の建議について。 

 第１点目は、農業委員会等に関する法律第６条第３項に、農業委員会の重要な役割の
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一つである意見の公表や他の行政庁への建議が定められております。農業委員は、公職

選挙法に準じて選ばれた農業者の代表であり、関係機関から推薦された選任委員ととも

に組織された農業委員会は、農業者の代表機関であります。当然としてその役割は果た

されているものと考えておりますが、農業委員会は町に対して建議を行っているのか。

行っているのであれば、その内容は、また建議された事項についての町長さんの考え方

をお尋ねいたします。 

 ②営農組合の農業機械化導入補助について。 

 次に、営農組合の大型農業機械導入に対する補助についてお尋ねいたします。 

 営農組合による大規模農業を進めていくためには、大型農業機械の導入は不可欠であ

ります。多くの営農組合は、大型農業機械を導入する際には補助事業を活用されている

ものと思います。 

 私の地元で設立される営農組合を例にとれば、県単の小規模農家組織化支援事業を活

用して大型農業機械の導入を考えております。設立当初は比較的有利な補助事業の活用

ができるようでありますが、問題は、導入した農業機械を更新する際の補助事業のメニ

ューが少ないのではないかと考えます。 

 また、近隣市町では、営農組合が活用する補助事業に上乗せ補助をしているというこ

とも聞き及んでおりますが、輪之内町では一部の補助事業を除き、上乗せ補助はされて

いないように思います。 

 そこで、把握されている範囲で結構ですので、近隣市町の農業機械導入補助の実態が

単独補助を含めどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

 また、今後の営農組合の大型農業機械導入や、更新時の補助事業に関する町長さんの

考え方をあわせてお尋ねいたします。 

 ③農業政策全般の考え方について。 

 最後に、今後の輪之内町の農業を維持発展させていくためには、土地改良事業などを

含め、町長さんの農業政策全般の考え方についてお尋ねして、質問を終わります。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、浅野利通議員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず、１番目の農業委員会の建議についてどうかという話であります。 

 輪之内町農業委員会からの建議は、毎年行われております。昨年の11月にもいただい

ておりますが、その建議の内容は次のとおりであります。 

 １．中核的担い手の確保について、農業の中核的な担い手を育成・確保するため、や

る気のある個別経営体や農業生産法人等の育成について取り組みを進められたい。 

 ２．集落営農組織の育成について、農業の担い手が減少している中、地域農業を守る
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ため、営農組織が組織化されていない地域において組織の設立に取り組まれたい。また、

集落営農組織の農業機械は更新時期にあり、そのほとんどが県単事業であるが、町負担

の上乗せ分を増額されたい。 

 ３番目、優良農地の保全と調和のとれた土地利用について、優良農地の保全と調和の

とれた非農業的土地利用が図られるよう格段の配慮をされたい。 

 ４つ目、農業基盤の整備について、優良農地を守るため、老朽化した農地、農業用用

排水路及び排水機場の整備を取り組まれたい。 

 ５つ目、ハツシモの生産性向上と販売促進について、ブランド米「ハツシモ」の評価

を高めるため、生産・発売の両面から指導・支援をされたい。 

 ６番目、園芸作物の組織育成と産地拡大について、輪之内町の気候、立地条件を生か

した園芸作物を振興するため、イチゴ、ナバナ、甘長ピーマン、加工トマト等の生産組

織の育成と産地拡大について指導、支援をされたい。 

 ７番目が農業委員会事務局体制の整備について、農業委員会職員については専任職員

の配置を図られたいというのが建議としていただいております。 

 これらの建議は、輪之内町の農業政策の根本にかかわるものであります。私としても、

おおむねその方向について異なる見解を持っているわけではございません。その内容実

現につけて鋭意努力をする所存でございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 ２番目の、営農組合の農業機械導入補助についてお答えをいたします。 

 まず、お尋ねのありました近隣の市町の農業機械導入補助の実態でありますが、順次

申し上げますと、大垣市は、県単事業への上乗せは事業費の８％、市単独事業は、事業

費の８％であります。羽島市は、県単事業と同額の上乗せ、ただし、事業費の50％が限

度であります。市の単独事業はございません。海津市は、県単事業への上乗せはありま

せん。市単独事業は、事業費の25％であります。養老町は、県単独事業補助残の10％を

補助することとされております。町単独事業はございません。安八町は、県単独事業へ

の上乗せは事業費の33％であります。町単独事業はございません。 

 以上のとおりでありますが、それぞれの市町がそれぞれの考え方に基づいて補助され

ており、統一されたものとはなっていないのが実態であります。 

 さて、今後の営農組合の大型農業機械の導入及び更新時の補助事業の適用についてで

ありますが、一般的に補助要件というのは誘導すべき施策というものがあって、それへ

誘導していくために設定されているものであります。したがって、補助要件に該当させ

るということの意味は、補助の主体が企画する政策に奇与するということが大前提であ

ります。そういうことにほかならないという言い方のほうが適切かもしれません。まず

はそういう意味においては、営農組合をその方向で指導することによってより有利な補

助を獲得するようにしてまいりたいと、そんなふうに考えております。 

 それから、３番目の農業施策全般の考え方についてのお尋ねでございます。 
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 非常に大きなテーマであり、ある意味、格調の高い御質問であるかとも思うわけであ

りますが、国の農業政策と町の農業政策は、当然のことながら不即不離であります。考

え方の整理としては、国の動向をも参酌しながら、みずからの施策を推進していくべき

だろうと、そんなふうに考えております。 

 ただ、御案内のとおり、カロリーベースの食料自給率が40％前後でうろうろしている

ような状況というのは、国の安全保障上の見地から憂慮すべきものだと考えております。

ただ、農業といえども、世界経済の中で農業だけが孤立して何かができるというもので

もないと。そういう意味では、地域経済の中で孤立した存在でいるということ自体はな

かなか困難だろうと考えておりますので、どのような立ち位置を確保すべきか。ＴＰＰ

だとか、いろいろ議論がされておりまして、国論を二分する状況になっておるわけであ

りますが、なかなか情報が伝わってきませんけれども、いずれにしても、どのような立

ち位置を確保するんだということについては、国の政策の方向性が早急に、かつ具体的

に示されるべきだろうと、そんなふうに思っております。 

 したがって、大きなテーマでありますが、御質問に対する回答としては、町として当

面とるべき施策は何だろうと、そういう意味でお話をさせていただいて、御質問に対す

る回答にしたいと思っております。 

 まず、ソフト面では、当然のことながら営農組合の経営規模の拡大及び法人化を進め

たいと思っております。ハード面では、何回もほ場整備というのはやられておりますけ

れども、再ほ場整備の未整備地区の畦畔の除去及び均平化の土地改良事業というのが最

近大きなテーマになっておりますので、これらの事業を進めることによって担い手への

集積を進めたいと、そんなふうに考えております。これらのことによって我が町の農業

基盤を充実強化して、国の施策と相まって豊かな農業農村というものを維持発展させて

まいりたいと、そんなふうに考えております。 

 以上で、浅野利通議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（５番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ５番 浅野利通君。 

○５番（浅野利通君） 

 １点目の件についてですが、農業委員会からは意見を一方的に出して終わっています

ので、これでは出す者として力が入りません。それで、何かコメントを出してもらえた

らどうですかということですが、いかがでしょうか。 

 第２点目、農業機械の補助ですけれども、今、35％ぐらいですか、補助があるのが、

これをもう少し上げていただければ農業をしている者も安心してまた取り組めると思い

ますが、５％だけでは私は足りないと。この厳しい情勢の中で、５％ぐらいでは何も買

えない、少しでも多くの補助をお願いしたいと思っております。 
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 次に第３点目ですけれども、今、町長さんが言われました広域化で均平ですか、これ

も今年から国の補助で行ってもらえるようになっておりますが、去年までは均平化は田

中政治議員が何度も要望してみえたんですが、これも今年から国のほうで補助がもらえ

るということになっておりますので、私のほうもこの補助に向けて取り組みたいと思っ

ておりますが、経営規模の拡大とか、法人化とか、そういうことを思っておりますが、

私たちも一生懸命やりますので、どうか町の補助も５％じゃなしに、少しでも多くの補

助をいただけたらありがたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 産業課長 中島智君。 

○産業課長（中島 智君） 

 まず、１点目の建議に対するコメントをこれから出してくれということですので、こ

れは検討させていただきます。 

 上乗せ分に関しましては、これは町の予算の絡みもございますので、総体的に見ます

と、もう既に粗売り上げの40％以上のいろいろなもろもろの補助金が出ておる状態で、

なおかつ補助金の上乗せというのはなかなか難しい状況でございますので、これも予算

と相談いたしまして検討したいと思います。 

 均平化について町の補助ということですが、こちらのほうは全て国と県の予算で行い

ますので、町独自の補助というのは考えておりません。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（北島 登君） 

 次に、１番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 引き続き、２点ほど質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず１点目、学校給食の無料化について。 

 全国の自治体において、近年、学校給食を全て無料にする動きが出てきております。

東海３県では、初めて岐南町がこの４月から実施されます。当町においては医療費の無

料化が高校生まで拡大されますが、医療費の無料化の流れを見ればわかるように、今後、

この学校給食も無料化の方向へ加速していくのではないでしょうか。 

 少子・高齢化対策として、子育て世代の経済負担を軽くし、町への定住や町に移り住

む人をふやすのが大きな目的である、この施策を早期に取り入れることが当町において

も得策であると考えます。給食センターの民営化等も含め、学校給食の今後の方向性に

ついて、町長のお考えをお尋ねいたします。 

 ２点目、大規模災害による被害想定について。 

 南海トラフ巨大地震等による当町の最大震度が震度６強に想定され、激しい揺れによ

る建物の倒壊や、液状化による甚大な被害が予想されております。岐阜県では、最大震
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度及び倒壊家屋数等、市町村別に被害想定がなされております。 

 当輪之内町でも輪之内町地域防災計画に被害想定はされておりますが、改めて各避難

所の安全性の確認と確保、戸別調査等を行い、人的及び建物被害を区別に、より具体的

数値をもって被害想定をする必要があるのではないでしょうか。 

 次年度も耐震型貯水槽、防災備蓄倉庫及び避難所保管庫の設置等、着実に災害対策事

業を推進していただいており、心強い限りでありますが、町の災害対策事業にも限界は

あります。徐々に風化されていく災害意識を再認識するとともに、共助として各区及び

自治会が備えるべく災害対策の目標になると思います。町長の御見解をお尋ねいたしま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 上野賢二議員から２項目の御質問をいただきました。順次、お答えをさせていただき

ます。 

 まず、学校給食の無料化についてでございます。 

 議員御発言のように、少子・高齢化対策として、子育て世代の経済負担を軽くして、

町への定住や町に移り住む人をふやす目的で実施している自治体も全国に十数件ござい

ます。平成25年４月から、議員からもお話があったように、東海３県で初めて岐南町が

実施すると聞いております。 

 まず、その事業の物の考え方なんですが、義務教育は憲法第26条第２項で無償である

と規定をしておりますし、教育基本法第５条第４項で、国または地方公共団体の設置す

る学校における義務教育については授業料を徴収しないと明記をされております。また、

教科書については、別途教科書無償給与制度というのが設けられて、無償配布をされて

おります。このように、授業料及び教科書費については無償とされておりますが、一方

で、学用品その他学校生活に必要な物品の費用については無償とはされておりません。 

 給食費について申し上げますと、学校給食法の第11条というのがございます。それに

よりますと、簡単に申し上げますと、給食の施設・設備に要する経費並びに学校給食の

運営に要する経費は設置者の負担として、それ以外の学校給食に要する経費は保護者の

負担とするというふうに記されております。したがって、私どもの町では、給食費とし

て、現在は原材料費のみ保護者に御負担をお願いしておるところでございます。設置者

の責任として、安全で安心な給食を提供する施設・設備の改修等、それから子供たちに

栄養バランスのとれた給食の提供に努めているところでございます。 

 給食費は、先ほど申し上げたように、学校給食法第11条に規定する学校給食を受ける

児童・生徒の保護者の負担となっておりますので、現時点では学校給食の無料化につけ
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ての検討はしておりません。それよりも、もう少し給食というものが学校教育の中でど

んな位置づけを持っているのか、そういった議論も踏まえて根本的な方向性を見出さな

ければならないと思っております。 

 もう１つ、給食センターの民営化でございますが、近隣では海津市が最近民間委託を

導入しております。民間活力を導入して、効果的・効率的な運営を進めて、給食サービ

スの質、水準の確保を図っていくことも、これは当然選択肢としてあり得る一つの方法

であると考えております。 

 次に、大規模災害による被害想定に関する御質問にお答えをします。 

 現在の輪之内町地域防災計画においては、岐阜県が平成15年７月に公表した岐阜県東

海地震被害想定調査及び平成16年８月に公表した内陸直下型地震と複合型東海地震に関

する被害対応シナリオによる複合型東海地震と４つの内陸型地震の被害想定を掲載して

いるところであります。 

 今般、岐阜県が平成23・24年度の事業として岐阜大学に委託して実施しました「東

海・東南海・南海地震等被害想定調査結果」を公表されました。その内容を少し御説明

申し上げますと、今回の被害想定調査では、紀伊半島沖を震源とする南海トラフ巨大地

震、内陸型地震として、養老・桑名・四日市断層帯、阿寺断層系、跡津川断層、高山・

大原断層帯での地震についてシミュレーションがされているところであります。 

 この中で最も輪之内町に大きな被害が発生するのは、養老・桑名・四日市断層帯の地

震でございます。この場合、想定震度は６強とされ、建物の全半壊は、揺れによる被害

のほか液状化による被害も含めると2,052棟となっております。また、人的被害は、発

生する時間帯にもよりますが、例えば午前５時に地震が発生した場合には、死者33名、

負傷者293名、重症者64名、要救出者は117名というふうにされております。また、建物

被害及び焼失による避難は、2,302名となることが想定されております。大変な被害想

定になっております。この県の被害想定調査の中で注目すべきは、飛騨市にある跡津川

断層の地震においても揺れと液状化によって257棟が全半壊すると、そんな可能性があ

ると指摘されている点であります。 

 輪之内町は、揖斐川、長良川が運んだ土砂の堆積によってでき上がった土地でありま

す。したがって、液状化の危険は全町で同様だと考えられ、液状化による被害は免れる

ものではないなと、そんなふうに感じております。一度大きな地震が発生すれば、被害

も拡大するということであります。 

 そのような状況においては、議員御指摘のとおり、共助が重要になってまいります。

住民の皆さんの防災意識が薄れないよう、かつ住民相互の連帯意識を高めていただくた

めに、地震による被害想定等、有効な情報を区長会や広報紙等を通じて住民の皆さんに

提供するように努めてまいります。 

 なお、住民参加の防災訓練も工夫を凝らしながら、平成25年度以降も継続して実施し
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てまいりたいと思います。 

 今回の被害想定を踏まえて、県では岐阜県地域防災計画の見直しをするということを

決めておりますので、町の地域防災計画も上位計画である県の計画との整合性を図る形

で、もちろん地域特有の状況を踏まえながら、自主的な見直しを実施してまいりたいと

考えております。 

 なお、当面は、今般県が行った被害想定を町の地域防災計画に掲載してまいりたいと

考えておりますけれども、議員の御発言のように、輪之内町内における各地区の被害想

定を示すことができれば、より住民の地震災害に対する関心を高めることもできると考

えられます。今後、輪之内町における防災会議での意見を踏まえて、具体的な調査方法

について、再度積極的に検討を加えてまいりたいと思っております。いずれにしても、

結論を急ぐべきだなと、そんなふうに考えております。 

 また、最大で約2,000名の避難者が出るというような想定も示されております。当町

としても、この数字をもとに、それぞれの避難所や、避難所における備蓄資材が耐え得

るものかどうか等の見直しを早急に行って、その適切なあり方についても遅滞なく検証

してまいりたいと、そんなふうに考えております。その際には、御協力をよろしくお願

いいたします。 

 先ほど議員の御発言でも紹介されましたように、耐震性貯水槽の設置、防災、減災対

策等をできるところから手をつけてやっていくということは、つとに申し上げていると

ころでございますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 以上をもちまして、上野賢二議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（１番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 １番 上野賢二君。 

○１番（上野賢二君） 

 今、お答えをいただきまして、まず学校給食の無料化のほうですが、これは給食セン

ターの調理業務の民間委託のほうから考えていくべきだろうと私も思っておりますので、

いろんなメリット・デメリットはあるかと思いますが、かなり全国的にも大きな都市に

おいては行われているようでございますので、いろんなメリットを生かして民間委託に

できれば、それなりの事業経費も少なくなるんではないかなというふうに思います。そ

ういう少なくなった場合、学校給食を今のどうしていくんだというようなことを考慮し

ていければなというふうに考えておりますので、一緒に知恵を絞りながら考えていきた

いというふうに思っております。 

 それから２番目の災害想定でございますが、県の想定に基づいて見直しをするという

ことでございますので、ぜひとも、何が一番心配されるかといいますと、これはそうい

う意識が年々風化されていくということが、間違いなく年とともに進んでいくと思いま
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すので、防災については、自助が７割、共助が２割、公助は１割というふうに言われて

おります。そういった、輪之内町でいえば町民の防災意識の啓発をしていくということ

も行政の重要な事業であるというふうに思っておりますので、具体的なそういう数値を

出して、これだけの被害が出るんだということを示して、各区、それから自治会として

そういう防災対策をしていくということを啓発していくためにもそれは必要だろうとい

うふうに思っておりますので、今後とも、よろしくお願いしたいと思います。 

 御要望申し上げて、これ以上の質問は終わります。これで質問を終わります。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 御意見も踏まえてお伺いいたしました。 

 １点目の学校給食の無料化、実はこれは先発した自治体が今御質問のあったような趣

旨で、子育て世代の経済負担の軽減でありますとか、定住化促進という意味で始められ

たということは事実でございます。ただ、先ほど同じく例にとられました医療費の無料

化に比べると、その進展の度合いがやや遅い。何でだろうと考えてみますと、いわゆる

医療費については、通常想定されない突発的な多額の医療費等の負担というものを、や

っぱり突発的事項、それから例外的事項についてはなるべく除去して通常の生活という

ものを安定的に実施していこうという、比較的皆さんに受け入れられやすいことから出

発しておりますので、医療費の無料化の流れというのはかなり急速に広がってきており

ます。それに比較しますと、学校給食の無料化について、今後、その優先順位の問題は、

多分あろうと思います。いわゆる通常の生活に必要な食事というものをどういうふうに

位置づけるのかと。どなたでも、学校にいてもいなくても食べるんだよという状況と比

較して考えると、学校給食における無料化というのは、学校教育の中でどのようにその

位置づけを確定させていくのか。先ほど申したような、この事業の立ち位置というもの

をもう少しみんなで議論していく必要があるのかなと、そんな思いでございます。議員

の熱い思いは受けとめたいと思っております。 

 それから、大規模災害に対する被害想定でございますけれども、これはおっしゃると

おり、マクロ的な数字ばっかりでは意味がない。じゃあ、俺のところはどうなんだとい

う部分をきちっと、例えば御質問がございましたように、各区単位ぐらいにその被害想

定というのがブレークダウンしてきて、ここはこうなるかもしれんなというレベルまで

数字としておろせれば非常にいいわけであります。どこまでやれるのかわかりませんけ

れども、少し具体的にその数字の持つ意味というものが、各区の防災対策、自助、共助

の部分に反映できるような形を一度考えてみたいと思っております。ただ、これは精度

の問題があって、あくまでこれは県の想定も想定でありまして、ある条件設定によって

かなり数値が変わってまいりますので、その部分のそれはどういう形で表示できるのか
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ということについても関係者と少し議論をしてみたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 いずれにしても、災害対応が風化するというのが一番怖いわけでございまして、大き

な災害といえば、安八・輪之内の51年の水害以来、いわゆる災害対応に当たるノウハウ

というものがだんだん薄れてきておりますので、いま一度この辺でたがを締め直すこと

も必要かなと、そんなふうに思っております。その際には、ぜひともよろしく御協力を

お願いしたいと思います。以上です。 

○議長（北島 登君） 

 暫時休憩します。 

（午前10時38分 休憩）  

（午前10時50分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 それでは、再開いたします。 

 次に、９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 続いて、お尋ねいたします。 

 まず、小・中学校の全教室にエアコン設置をということでお伺いしたいと思います。 

 先日の新聞発表で、岐阜市は市立の全小・中・高校70校全ての教室、1,747教室にエ

アコンを設置するための2013年度当初予算に調査費2,100万円を計上し、総事業費30億

円のうち、25億円を教育施設整備基金に積み立てるということが報道されました。 

 また、富山県滑川市では、元気臨時交付金のスキームを活用して、市の一般財源の負

担はわずかで、全ての小・中学校にエアコン設置が実現することになったということで

あります。 

 地球温暖化の影響等で最近は真夏日が30年前の２倍近くになっているとも言われ、子

供たちに気力で耐えてとは言っておられなくなっていると思います。当町においても、

ぜひ全教室にエアコンを設置していただきたいと思います。町長の見解をお尋ねいたし

ます。 

 続いて、ＴＰＰ参加で輪之内町の農業はどうなるのかといったことについてお尋ねい

たします。 

 安倍首相は日米首脳会談で聖域なき関税撤廃でないことが確認できたといって、３月

15日にＴＰＰ交渉参加を正式表明いたしました。これに財界は、もろ手を挙げて歓迎し

ております。しかし、日本が参加する場合、先行９カ国の合意はそのまま受け入れなけ

ればならず、後から参加する日本が新たな聖域を持ち出せる状況でないことは明白であ

ります。 

 私たち日本共産党は、このようなＴＰＰ交渉参加は、亡国の道であり、絶対に許され
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ないという立場で、ＴＰＰ参加阻止のために全力を挙げております。ＪＡグループも国

会請願行動を強めるなど、参加反対の世論と運動が広がっております。 

 ところが、木野町長は、財界と同じ立場から、考え方の多様性を排除せず、十分な時

間をかけて冷静に議論していくことが必要と言われました。しかし、安倍政権は、財界

の要望に沿って、遂にＴＰＰ参加を正式表明したのであり、現在の状況は、町長の言わ

れるように、十分な時間をかけて冷静に議論している状況ではありません。 

 町長はこれまでの答弁で、ＴＰＰに参加した場合は安価な外国産との競合による影響

で、最終的には離農によって耕作放棄地が増加し、農村社会の荒廃につながるという懸

念を示し、今の無防備のままでＴＰＰに参加するということは相当問題があると述べる

一方、世界経済の中で活路を見出すのが日本経済の宿命であり、農業も例外ではないと

言ってこられました。 

 そこで、改めてお伺いします。 

 町長は営農組織の一層の強化と言われるが、ＴＰＰに対応できる営農組織の規模をど

のように見込んでおられるのか。これで1,000戸近い輪之内町の農家の経営が成り立つ

のかどうか。 

 付加価値や品質の面で差別化が難しい状況の中で、米の産地ブランド確立に向けどの

ような施策を講じていくのか。 

 これらの対策で、安価な外国産との競合による影響を受けなくなるのか。アメリカ産、

オーストラリア産の米と対抗できるのかどうか。 

 単に拒絶するだけでは未来の展望は開けないと言われますが、ＴＰＰに参加してどん

な未来が開かれるのか。 

 自民党の多くの国会議員がＴＰＰ反対を表明していることをどう評価されるのか。そ

れでも、単に拒絶するだけでは未来の展望は開けないと言われるのか。 

 食料自給率のさらなる低下で、日本経済のゆがみはさらに大きくなるんではないか。 

 これらのことについて町長の見解をお尋ねいたします。 

 次に、地域共同水質改善事業についてお伺いいたします。 

 町長の所信表明及び予算概要説明の中で、私が注目した事業の一つが地域共同水質改

善事業であります。この活動の最終目標が河川からの導水、地下水のくみ上げ等によっ

て環境用水を放流して、水質の透明度を向上させるという説明がありました。私は、こ

れまで大榑川が流れのない川、巨大なため池となってしまっていることが水質を悪化さ

せている最大の原因として、流れのある川にするための提案をしてきました。 

 平成13年９月の一般質問で、当時策定された大榑川環境整備基本構想の中で、上流部

に井戸を設置して川の流れをつくることについて取り上げました。この構想では、上流

部の井戸の吐出量は毎分700リットルとのことでありました。この水を大榑川に流して

どれだけの効果があるのか。仮に大榑川の川幅を10メートル、水深１メートルとして、
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毎秒0.1メートル、10センチの流速をつくろうとすると、毎秒１立米、毎分に直すと６

万リットルの水が必要であります。このように、毎分700リットルの井戸でどれだけの

効果があるのでしょうか。効果はほとんど見込めないのではないでしょうか。私はこの

ことを示して、大榑川をよみがえらせるためには、膨大な貯留水量を少なくするために

極力川の水位を低くすること、そして６月から９月の間は福束用水の取水をできるだけ

多く導入することを提案しました。福束用水は、最大で毎秒3.5トンの取水ができます。

効果が十分期待できるのではないでしょうか。しかし、当時の町長は、目的が違うとい

ってこの提案を採用されず、結局、何もできませんでした。 

 木野町長に対しましても、平成22年６月の一般質問で、大榑川の水質浄化のためにも

福束用水の導入時期の繰り上げについて関係機関に要望していただくようお願いしてき

ましたが、いまだに実現しておりません。 

 そこで、今回計画されている地域共同水質改善事業についてお伺いします。 

 河川からの導水とは福束用水の活用ということと思いますが、目的外ということはど

のようにクリアされたんでしょうか。通年取水は可能でしょうか。 

 地下水のくみ上げについて、どの程度の効果を期待されているのでしょうか。 

 町内河川の流水区間を拡大するために大榑川の水位を下げることが効果的と思います

が、どのようにお考えでしょうか。 

 河川を流水状態にするには、流水量に応じた河川断面にすることが大事だと思います。

大榑川上流部や中江川などは河床を２段にして、平常時は中央部だけを流し、出水時は

川幅いっぱいで流下させるように、そのように河川改修してはどうでしょうか。 

 町長の御見解をお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、お答えをさせていただきます。 

 森島正司議員からは３項目の御質問をいただきました。順次、お答えをいたします。 

 まず、小・中学校の全教室にエアコンを設置ということでございます。 

 平成24年５月の調査の結果、岐阜県内で全ての教室にエアコンを設置している市町村

は、小学校で２町、4.8％。中学校で４市町、9.8％であります。 

 現在の町内の小・中学校におけるエアコンの設置状況を説明させていただきます。町

内の学校では、図書室、パソコン室、保健室、校長室、職員室に設置されております。

そのほかに、輪之内中学校では相談室、会議室、研修室、学習室に、大藪小学校では、

増築した特別教室に設置されております。普通教室には設置されておりません。普通教

室では、扇風機、水筒持参で暑さの対策をしておるところでございます。 

 夏は暑く、冬は寒いというのは、これは自然の摂理でありますが、しかし、経済が豊
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かになって家庭や一般社会にエアコンの整備が進んでいるという実態もございます。そ

ういう状況の中で、温度変化になかなかうまく対応できない、いわゆる冷房病まがいの

人がふえているのも、これもまた事実だろうと、そんなふうに認識をしております。 

 保育園では全ての園児室に設置いたしましたが、学校は御案内のとおり、７月20日か

ら８月31日が夏季休業日となる現状であります。そういう意味では、エアコンの必要期

間が短くて、費用対効果という意味では効果が望めない部分があるということだと思い

ます。 

 学校で一斉にエアコンを稼働すれば、電力消費量の増加を招いて、このことによる環

境への影響も、学校が行っている、地球に優しいという環境教育と必ずしも一致しない

のかなというおそれもあります。 

 また、これは一つの考え方なんでしょうけれども、動きの活発な児童・生徒には、エ

アコンで急激に冷やすよりも扇風機のほうが体調管理がしやすいという考え方もござい

ますし、グリーンカーテン等による暑さ対策を実施して、子供たちに配慮した、いわゆ

るエコの暑さ対策を体験させることも必要だろうと考えております。 

 学校の状況を確認いたしましたところ、小学校では１年から３年、中学校では１年が

35人学級の編制になっております。１教室当たりの人数も少なくなっておりますので、

我慢できないほどではないとのことであります。 

 現在、エアコンを小・中学校の全教室に導入する経費はどれぐらいになるのかという

試算をさせていただきますと、工事費でおよそ１億2,000万円ほど必要だというふうに

されております。次世代を担う子供たちに、できるだけいい環境で、できるだけいい教

育を受けさせたいというのは私も共通の願いでございます。一方では、ほどほど困難な

環境が子供たちの成長に役に立つんだという、そんな有識者の見解もございます。いろ

いろ議論があることだろうと思います。 

 社会経済状況も変化しております。今後、これは教育委員会における教育のあり方、

これは夏季休暇のとり方も含めて考える必要があるし、輪之内における学力水準の動向

等、それらを踏まえてどうするかということを総合的に考える必要があるんだろうと、

そんなふうに思っております。 

 今後、小学校施設の大規模改修が予定をされております。そのことも踏まえながら、

子供たちにとって何がいい学習環境となり得るか、これについて教育委員会とも検討を

重ねて結論を出してまいりたいと思っております。 

 次に、ＴＰＰの関連についてであります。 

 先週、安倍総理はＴＰＰへの参加表明をいたしましたが、関税撤廃の例外品目の中に

米、麦、豚肉、乳製品、甘味資源作物を、また新聞によると政府関係者の話として、農

業分野で３兆円の打撃を受けると試算をし、影響を緩和するため農業支援策の強化に乗

り出すとの報道もございました。 
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 御質問１番目の、ＴＰＰに対応できる営農組織の規模はどれくらいなのかということ

について、一つの物の考え方を示したいと思います。 

 輪之内において平成23年度を例にとりますと、水稲、麦、大豆の粗生産額は約６億

3,000万円ほどと思いますが、これに対して国・県・町のさまざまな事業、補助金がご

ざいます。これは土地改良事業を除いて、それらの補助金の総額が約２億7,500万円ほ

どとなっております。粗生産額に対する補助金の割合は、おおむね43％という状況にな

っております。既に営農組織は、補助金なしでは経営が成り立たないというのが現状で

あります。 

 そこで、経営規模がどれだけでＴＰＰに対応できるのかというような御質問でありま

すが、先ほども浅野利通議員の答弁で申し上げましたように、経営規模の拡大及び法人

化を進めて、政府による農業補助金の投入の考え方を見きわめると。スケールメリット

の十分得られることは当然なんでありますが、その他のコストを誰が負担するかという

議論の中で、結果として、農業者、営農組織への収入をどう確保していくかという議論

をまとめないと、単純に営農組織はどれくらいの規模でという質問にはなかなかお答え

はできない部分があると、そんなふうに思っております。御理解をいただきたいと思い

ます。 

 結局は、そういう意味においては、国の農業施策体系全般の中で規模についても議論

をしていく以外にないものだと思っております。 

 それから、２番目の米の産地ブランド化についてであります。 

 江戸時代以降、輪之内町は、徳川将軍家へ、今でいうなら特別栽培米を納めてきたと

いう歴史的な事実もございます。食味にこだわったハツシモを「徳川将軍家御膳米」と

してブランド化をしたいと考えております。 

 ３番目の安価な外国産との競合に影響を受けなくなるのかということでございますが、

先ほど申し上げたとおり、政府は米を聖域扱いとするという主張をしておりますので、

もしそうなればということについて、私の立場としては、現在ではお答えを差し控えさ

せていただきたいと思っております。 

 ４番目の、ＴＰＰ参加にしてどんな未来が開けるのかについてでございます。 

 御承知のとおり、日本は貿易立国をしておるわけですし、対外的に孤立化を招くよう

な政策をとることはなかなか困難かなあと、それは先ほど御質問の中でも今までの答弁

の中で私が申し上げてきたことを御紹介されておりますので、あえてそれ以上申し上げ

ません。 

 いずれにしても、諸外国との関係であるべき立ち位置というものを模索していく以外

にはないのではないかと思っております。ただ、経済規模が世界第３位の日本が経済政

策の中で生き残っていこうと、全体の中でやっていこうという状況の中では、繰り返し

になりますが、鎖国をするような、そんなふうにも受け取られかねない政策では、なか
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なか未来が見えてこないというが本当のところじゃないかなあと思っております。 

 したがって、それは外と競争を避ける形でやるんじゃなくて、日本国内の政策の総合

化の中で、農業に対してどんな位置づけでこれから育成していくかと、そういう視点も

含めて考えないとなかなか結論が出せないんじゃないかなと、そんなふうに思っており

ます。 

 そういう意味では、次の５番目の自民党の多くの国会議員がＴＰＰ反対を表明してい

ることをどう評価されるかという御質問とも絡んでくるわけでありますけれども、私は

それぞれの議員の対応について何らかの評価をすべき立場ではございません。ただ、先

週、安倍総理は、ＴＰＰの参加を党内の議論を踏まえた上で参加表明をされております。

この事実から見ますと、自民党の多くの国会議員がＴＰＰ反対を表明しているとは必ず

しも言えないんじゃないかなと、そんなふうに思っております。 

 それから６番目の食料自給率のさらなる低下云々について、お答えというよりも基本

的な考え方を申し上げておきたいと思います。 

 先ほど浅野利通議員のときの答弁にも申し上げましたとおり、カロリーベースで40％

を切るような状況を憂慮すべきかどうかといえば、それは憂慮しなきゃいけないに決ま

っておるんです。でも、それは総合的な食料も含めた安全保障政策というものを国がど

うとるかによってかなり変わってくる部分もございますので、それらをきちっと認識し

ながら、輪之内町としてできることは何なのかということを考える以外にないと思って

います。さらに、当輪之内町についていえば、米に限っていえば、自給率は100％以上

でありますので、御案内のとおりであります。 

 以上、いろいろ考え方の一部を申し上げましたけれども、私は現在のところ、私自身

の立場としてＴＰＰに対して賛否を明らかにできるほど諸外国との外交交渉の中での確

信的な情報を持ち合わせておりませんので、これは非常に私としても切れ味の悪い言い

方になりますけれども、これ以上のことはなかなか申し上げにくいということだけ御理

解をいただきたいと思います。ＴＰＰに対して情緒的な、しかも拙速な対応をするつも

りはないということだけは申し上げておきたいと思います。 

 最後に、地域共同水質改善事業についてでございます。 

 御質問にお答えする前に、地域共同質改善事業の「共同」の文字について、同じ言葉

で表現されますのでわかりにくいと思いますので、ここで確認的な意味で、ここでいう

共同というのはどういう意味なのかというだけお話をさせていただきたいと思います。 

 この事業では、協力の「協」に働くの「働」の字を当てて「協働」という表現をして

おります。地域の人々と協力しながら、ともに動き働くということでございます。環境

保全活動等を実施していく場合には、たびたび使用される語句であります。 

 御質問いただいた議員が御存じのように、町内を流れます大榑川は、町内の生活排水、

事業所や工場の排水、農業用排水及び雨水を揖斐川に流下させている重要な河川であり
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ます。近年、農村地帯への都市機能の進出や生活環境の変化に伴って、河川が本来持つ

自然浄化作用というのが働かなくなって、大榑川やその流域の中・小河川は徐々に汚濁

をしているというのが現状であります。 

 さて、その認識の上に立っての事業ということでございますが、この地域協働水質改

善事業について概要を申し上げたいと思います。 

 これは、県が平成24年度から導入いたしました清流の国ぎふ森林・環境税の税収を活

用した、緑豊かな清流の国ぎふづくりの事業の中のメニュー項目、地域協働水質改善事

業というのがございますが、それに平成24年５月に応募し、ヒアリングを受け、同年７

月に採択されたという経過がございます。 

 平成24年11月30日には、事業の母体となる輪之内町地域協働水質改善協議会が発足し、

平成25年３月４日には第１回目の会議が開催されたところでございます。その会議の中

でも協議、検討されましたが、平成24年度には町内河川の水質調査を12月から隔月で県

が実施し、平成25年度からは県の予算により、この地域協働水質改善事業に関する計画

の策定に取り組むということであります。町の予算においては、水質改善等の啓発活動

等を実施することとしております。 

 それらを前提にしまして、個々の質問のほうに移りたいと思います。 

 まず、河川からの導水及び通年取水について御質問がございましたが、現在、輪之内

町では、６月から９月までの間、農業用のかんがい用水としての取水の許可を得ており

ます。その目的外使用について使用目的が農業用の取水という観点から難しいというこ

とについては、従前から何も変わっておりません。 

 そこで、環境用水、または通年取水として新たな許可を得るためには、その取水の必

要性とその量などについてきちっとした裏づけを持った考え方が必要ということで、そ

のための調査が必要になってくるということであります。 

 環境用水への利用、通年取水としての権利の確保といったことについて、そこに至る

道筋を探るのが、まさにこの調査を導入した趣旨の一つであるということを御理解いた

だきたいと思います。 

 これについて、先般、許可権者であります国の出先機関であります木曽川上流河川事

務所等で意見交換を行っております。その中では、一つの見解として、汚濁している物

質の特定とその低減方法などを十分に調査・研究して、それらを踏まえた上で、その問

題解決のために環境用水の必要性の有無というものについて地域の住民と一体となって

検討していくと、その結果が必要だということならば、これは環境用水の取水に向けて

やっていく根拠ができるということだと私は思っております。 

 次に、地下水のくみ上げについてでありますが、環境用水の導入に向けた実証として、

地下水をくみ上げて河川に流入させ、その効果を少しでも検証するということは、地下

水をくみ上げる水量から、御質問のとおり、効果も限定的なものになると思いますけれ
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ども、河川浄化に向けた意思表示というか、第一歩を記すという意味では、やっている

んだよということを示すことは意義のあることだろうと、そんなふうに思っております。 

 次に、大榑川の水位を下げ流水区間の拡大をという話でございます。また、河床を２

段にするなどの河川改修についてでございます。いずれにしても、総合施策を展開する

中での具体的な御意見として現段階では承っておきたいなと、そんなふうに思っており

ます。 

 いずれにしても、平成25年度の協議会の中での実施計画というものを策定する予定で

ございますので、そこで熱心に御議論いただいて、河川環境の向上のためにどのような

方策や取り組みが必要なのか、そして有効なのか。そして、それぞれがそれぞれの立場

でとり得るソフト面、ハード面など、それらを幅広く検討していきたいと、そんなふう

に考えております。 

 先ほども申し上げておりますように、環境用水の導入や取水時期の繰り上げの事案な

ど関係機関との調整については、従前からなかなか困難だと思われる状況もございます

が、御案内のとおり、これは一朝一夕に事が成るようなものとは、私もそんなに楽観的

には考えてはおりませんが、でも、やっぱり根拠を積み上げて粘り強く交渉していくと

いうことが、まずそこから始めるべきだろうと、そういうことだと思っております。粘

り強く交渉していくことが極めて肝要なことだろうと思っております。 

 繰り返しになりますけれども、そのためには地域での盛り上がりと、行政、民間を含

めた、やろうという熱意と意気込みが大事でございます。それぞれの立場で御協力いた

だきますようにお願いを申し上げたいと思います。 

 以上で、森島正司議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

（９番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 いろいろと御答弁いただきまして、ありがとうございました。 

 まず、小・中学校のエアコン設置ですけれども、今、幾つかの教室に、図書室、ある

いは職員室、相談室等についているということでしたけれども、あとどのくらいの、全

教室にやろうと思うと何カ所ぐらい必要になるかというのがわかったらお願いしたいと

思います。 

 それから、今、町長の答弁の中で、１億2,000万ほどの予算が必要だろうというふう

な御答弁でしたけれども、これによって今残っているところのエアコン設置が完了する

というふうに思うわけですけれども、その点、確認ですけれども、そういうことですね。

わかりました。 

 いろいろとエアコン設置に対する世間の感情というものも、今、町長のほうからお話
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を聞いたわけですけれども、やはり輪之内町の特異性ということを、町長もそういうこ

とを、目立つことをやっていくということも輪之内町を全国に発信していく上において

も、そういうことも輪之内町が率先してやっているんだというようなこともＰＲしてい

くのもいいことかなあというふうに思いますので、できる限り前向きに検討していただ

けたらというふうに思います。 

 それと、大規模改修が予定されているということですけれども、大規模改修において

は、そのときには全てその工事に関連する部分についてはエアコンが設置されるという

ふうに理解してもいいかどうか、ちょっとそこのところを確認しておきたいと思います。 

 それからＴＰＰにつきまして、結局、町長の考え方は、反対ということは言いにくい

ということなのかもしれません。しかし、全国の自治体でも反対の意見書が上がってい

る。それから、北海道などでは知事初めほとんどの市町村が、首長さんも含めて反対を

表明している。 

 輪之内町においても、先ほど言われましたように、輪之内町の農家がＴＰＰ参加によ

ってプラスになることは、今の御答弁を聞きましても全くない。ブランド化する、ある

いは大規模化するといっても、それはＴＰＰ参加に関係なくやっていくべきことであっ

て、ＴＰＰに参加すれば、その分マイナスになるわけです。だから、ＴＰＰに参加して

輪之内町が発展するということは、まずないというふうに私は思います。 

 前回のときに町長は、ＴＰＰに参加すれば自動車の輸出がふえて関連企業の収入がふ

える、そのことによって輪之内町の税収もふえるというようなことを言われましたけれ

ども、今、自動車関係については関税撤廃が、日本の関税ゼロを制限するというような

ことから、アメリカから逆に自動車の関税撤廃を拒否されているというようなことにな

ると、自動車産業の輸出拡大ということも、それほどメリットがあることではないとい

うふうに思うわけであります。 

 そういうことを思うと、町長が前回言われた、そういう自動車産業の輸出増加による

輪之内町の税収の増加ということにはならないんではないか。そうなってくると、やは

りＴＰＰには明確に反対していくべきである。こういうことで、ぜひとも町長に、輪之

内町としては反対するんだという立場を明確に態度表明をしていただきたいというふう

に思うわけであります。 

 そして、やはり世論でもって、ＴＰＰは日本にとってプラスにならないんだというこ

とを示して政府を動かしていく、これが必要じゃないかと。自民党の多くの国会議員も

ＴＰＰ反対を言っているわけですから、それと同調して、ぜひとも町長もＴＰＰに参加

して輪之内町の発展はないという立場で反対表明をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、大榑川の水質浄化策につきましてですけれども、これは地域協働水質改善

事業、私、これちょっとこの字を間違えまして、「共同」は「協働」という字でありま
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したんで、これは訂正させていただきますけれども、今後、木曽上などと交渉しながら、

国なんかと協働しながら進めていくということでしたけれども、ぜひそれを推進するよ

うに、私たちもそのために一緒にやっていきたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 幾つか再度の御質問をいただきましたので、今、お答えできる範囲でお答えをさせて

いただきます。 

 まず最初に、小・中学校の全教室のエアコンでございますが、全部設置しますと、今

の規模でいうと92台で全部入るということになります。先ほど１億2,000万という概要

のお話をさせていただきましたが、当然これは毎年の維持費もかかりますので、その部

分の検討も必要だということでございます。 

 それと、小学校の大規模改修に合わせて設置をする予定云々という話がございました。

まさにそれに向けてどうあるべきかの検討、ちょっと繰り返しになるかもわかりません

が、教育的効果というものをどのように判断するかも含めて結論を早急に出してまいり

たいと、そんなふうに考えております。 

 それから、ＴＰＰの関連でございます。非常にこれは前の民主党政権、今の自民党政

権を通じましても、国論を二分するような議論になっております。いろんな御意見は御

意見としながら、今後、町としての対応というものを考えていかにゃならんのかなと思

っております。 

 １つだけ、私、確かに前回、前々回あたりのＴＰＰのメリットの中で、多分輸出産業

についてどうかと、どのような評価が出るのか、プラスかマイナスかといったら、関税

撤廃はプラスに働くのかなという、そんな趣旨のことを申し上げたかもしれません。た

だ、これはＴＰＰ云々というよりも、御承知のとおり、今進行している円安絡みの話の

ほうが即効薬的には先に影響が出ておりますので、ちょっとその辺の関連について、全

体的な枠組みの中でどこがどうなのかなということをちょっと考えないかんのだろうと

思っています。 

 いろんな御意見があることは承知しておりますし、私の中で全部が全部考え方を整理

しているわけではございませんけれども、ただ、１つだけ言わせていただけば、一番情

報を持っている政権が何を、私どもにはわからない事情があるのかどうかわかりません

けれども、政権党が最新の情報に基づいて、条件つきながらＴＰＰに参加するという決

断を下した意味は大きいなと、それだけ申し上げておきたいと思っております。 

 いずれにしても、生活にも直接関係してくることでありましょうから、目は離せませ

ん。当然、言うべきことは言っておく必要があるのかなと思いますが、どの部分で何を
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言うかについても目を離すことなくやっていきたいなと、そんなふうに思っております。 

 ３つ目の協働事業につきましては、一生懸命、一緒にやりましょうという激励のお言

葉をいただきましたので、一緒にやっていきたいなと、そんなふうに思っております。

どうか御理解を賜りたいと思います。 

（９番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、エアコンについて、大規模改修に向けてこれから結論を出していこうということ

なんで、今はまだ大規模改修でやるということが決まっているわけではないということ

ですね。ぜひこれは進めていただきたいというふうに思います。 

 それからＴＰＰについて町長の立場で、国のやっていることで立ち入ったことは言え

ないというような感じですけれども、やはり先ほども言いましたように、町長は輪之内

町の代表者であります。輪之内町がこのＴＰＰによって被害をこうむる、損害が大きく

なるというのであれば、やっぱりそういうことを明確に発信していただく。町村会、あ

るいはいろんな場面でそういうことを発信していただきたいということを思うわけで、

政府がやっているからわからないんじゃなくて、政府はそういう財界の要望に従ってや

っているわけですから、この輪之内町は財界によってそれほど利益をこうむっているわ

けでもないわけでありますから、やはりそういったことを明確に態度表明をしていただ

けると、こういうＴＰＰに反対する運動というものも、さらに発展していくんではない

かと。そのことによって最終的にＴＰＰ参加を阻止することができるというふうに思う

わけでありますので、ぜひとも明確な態度をあらわしていただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 再度の御質問でございます。私は、ＴＰＰの交渉の参加云々ということについて、先

ほども申し上げたように、全て確信的な情報をつかんでおるわけでもないし、情報も与

えられておりませんので、今ここでどうこうということはございません。 

 ただ、輪之内にとってＴＰＰが及ぼす影響については注視をして、その対応はきちっ

としてくという、それは対外的に交渉をする、しないという大きな流れも含めて。じゃ

あ、もしその状況が変化したときに、例えば輪之内の住民を守るために国の予算なり何

なりでどのような、補償措置も含めてとられるかということを大きな流れの中で、我々

がなし得る全てについて検討を加えていくということに尽きるんだろうと思っておりま

す。 
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 なかなかこれは立場の違いというものがございますので、全てについて御理解をいた

だくということは、国論が二分された状況を見ても明らかでございますので、これ以上

のことは申し上げなくても、文脈、言葉の思いを読み取っていただければ、それで通じ

るものがあるだろうと信じております。以上でございます。 

○議長（北島 登君） 

 次に、２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 お許しいただきましたので、発言をさせていただきます。 

 定住人口拡大について。 

 町長は、就任以来、町民がずうっと住みたい町、住んでいてよかった町にしたいと言

ってこられました。エフピコさん、また今は東大藪の企業誘致と取り組んでみえます。

しかし、大きな事業ばかりに力を入れられ、優しい安心・安全な政策がおくれているか

と思います。私が言いたいのは、企業誘致と同時に住宅誘致、分譲地に取り組んでいた

だきたい。 

 以前に町が行った分譲地は、昭和51年に大藪団地が45戸、平成２年に東大藪の相川団

地が９戸、全てが入居されました。今や住宅誘致、分譲地は業者任せ、町が住宅誘致を

すれば確実に定住され、人口増加につながっています。それにつけて、雇用の問題、子

供の教育、ローンの支払いなど、今、夫婦共働きで生活がやっとです。特に女性の雇用

の場所があれば幸いです。住宅誘致、分譲地、雇用の問題に力を入れてもらえれば、人

口拡大、住んでよかった町になると思います。町長の見解をお聞きします。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、ただいまの浅野常夫議員の御質問にお答えいたします。 

 定住人口の拡大に向けて、住宅誘致、分譲地に取り組んではどうかという御質問をい

ただきました。 

 その御質問にお答えする前提として、少し人口動態の現状に関するデータというもの

を踏まえてお話をさせていただきます。 

 日本の人口動態事象を把握することを目的に実施されております人口動態調査により

ますと、平成17年から出生数が死亡数を下回る現象が続いており、日本が人口減少時代

に入っていることを示していることは御承知のとおりであります。 

 岐阜県でも同じような状況が起きております。同調査における岐阜県の調査によれば、

平成24年10月１日現在で１年前の23年の同時期よりも8,393人減の206万4,940人となっ

ており、県全体で0.4％の減少率を示しております。その指標の内訳は、自然増減率が

マイナス0.21％、社会増減率がマイナス0.19％を示しており、これは簡単に言うと、死



－１３２－ 

亡者数が出生者数を、また転出者数が転入者数を上回っているという調査結果が公表さ

れております。 

 翻って当町を見てみますと、当町では平成22年の国勢調査で初めて１万人を超え、１

万28人だったと思いますが、そのような形で順調に人口も増加の傾向にあります。 

 現在まで分譲地などの住宅施策については、都市計画などの土地利用規制関係だとか、

都市部近郊と比較して土地の価格が比較的安価に求められることなどを背景にして、民

間による開発が先行してきたことは御案内のとおりであります。 

 それやこれやの状況の中で、順調に人口も増加をしてまいりましたが、伸び率自体は、

ここ一、二年、やや鈍化の傾向を示しております。 

 当町における人口動態調査の状況をお話ししますと、平成24年10月１日現在で１年前

の23年同時期よりも48人減の9,928人となっており、0.48％の減少を示しております。

その内容は何かなということでありますが、その指標の内訳を見ますと、自然増減率は、

実はプラス0.17％を示しております。社会増減率がマイナス0.6％を示しております。

これを言いかえると、出生数が死亡者数を17人上回っているんですが、転出者が転入者

を大幅に上回っているという、これは65人が出ていっているという、この時点でですね、

そんな状況であります。 

 その転出者の内容は何だろうということで少し調査をさせましたが、年齢層では30代、

40代とその子供が多くて、転出者全体の91％を占めております。世帯構成では１人から

３人までの家族構成世帯が多くて、全体の62％を占めている状況であります。 

 じゃあ、どこへ行ったのかと、転出先は近隣の市町や愛知県が多く、転出理由として

は、経済情勢を反映した職業上などの理由が大きいわけであります。やはり景気の動向

に左右されている部分が結構あるなという思いはいたしております。それらの方々の多

くは、いわゆる持ち家ではなくて、集合住宅、アパート等にお住まいの方々が多いのが

傾向として捉えられております。 

 そういう状況を勘案しますと、定住人口拡大に向けた施策の必要性、先ほど議員の御

質問のあった点も、そういった施策の必要性を認識せざるを得ないということでござい

ます。 

 ただ、議員の御質問の中で、企業誘致などの大型事業ばっかり取り組んでいるんじゃ

ないのという御指摘がございました。一つの御意見として慎重に考えなければいけない

のかもしれませんが、これについては、そういう施策をとるにはいろいろな政策判断の

経過がございます。今までも申し上げてきたとおり、その目的の一つとしては、やはり

雇用の創出というのもあるわけでございます。その雇用の創出について、もう少し掘り

下げて考えてみますと、地元の輪之内町に帰って暮らしてみようと考える、いわゆるＩ

ターン、Ｕターンというものを促して、輪之内でしっかりと生計を立てることができる

働く場を提供しようとする狙いがあります。したがって、ある意味、企業誘致施策と定
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住人口の拡大施策というのは密接不可分な関係にあるんだろうと、そんなふうに考えて

おります。 

 言いかえれば、輪之内で働く場を提供することと、そして働く場の近くに暮らせる環

境を整備することはセットで考えるべきだと思っております。そういう意味で考えてみ

ますと、先ほど申し上げた転出理由の中で経済状況を反映して流出がかなり出ていると

いう状況は、それへの対応もこういったことの中でやっていく方向性が見えてくるもの

だろうと、私はそのように考えております。 

 今後についてでありますが、私どもとしては、まず働く場の提供というのを優先させ

て考えるべきだと考えておりますが、御質問の分譲地についてどうなのという話がござ

いましたが、分譲地などの住宅施策については、現在のところ、第５次総合計画上では

平成28年度・29年度に順次施策として組み込むという方向性が示されております。これ

については、先ほども申しましたように、民間事業者による分譲住宅開発という状況も

あるわけでございますので、行政として定住人口拡大の施策の一つとして住宅施策を掲

げておることは、先ほど総合計画の話を申し上げました。そのコンセプトだとか規模、

場所などを熟慮した上で取り組む方向性というのはもう既に示しておりますので、御理

解をいただきたいと思っております。 

 それにつきましても、社会情勢の変化を的確に把握して、施策の取捨選択については

柔軟に取り組んでまいりますので、御理解を賜るようにお願いをしたいと思います。 

 以上で、浅野常夫議員に対する答弁とさせていただきます。 

（２番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 答弁をいただきました。雇用の場所をつくるために企業誘致をやっているというよう

なお答えでしたが、現実は、企業はなかなか町民を優先的には雇用してくれません。雇

用に関してもう少し具体的なお考えをお聞きしたいんですが。 

○議長（北島 登君） 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 企業活動の全てを私どもがコントロールできるということはあり得ません。これは、

自由経済の中でどう経営をするかというのは企業の自主的判断の中でありますから、そ

の全てについて、町内に進出したら、全部町内の人を雇えというようなことは強制はで

きませんけれども、でも、じゃあどこかの端っこにあるよりは輪之内にあったほうが雇

用の機会がふえるということ、これもまたある意味事実でございますので、そういう意

味で、よそへ行くよりはうちへ来てもらったほうがいいよという部分があることは御理
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解をいただきたいなと思っております。 

 当然のことながら、私どもも進出する企業について、それは言わずもがな、言わず語

らずのうちには、輪之内へ来たんだから輪之内の人を雇ってねということは言外に言っ

ていることは当然でございますけれども、それを強制することまではできないよねとい

うことは御理解をいただきたいなと思っております。 

 それと、当然、進出企業の選定に当たっては、雇用をたくさん創出するような企業と

いうものをできるだけ選定しながらやってまいりたいと思っております。 

 議員の熱い思いは十分承知をしておりますので、これ以上は申しませんけれども、御

理解を賜りたいなと、そんなふうに思っております。 

（２番議員挙手） 

○議長（北島 登君） 

 ２番 浅野常夫君。 

○２番（浅野常夫君） 

 人口の転出が多いのは集団住宅、いわばアパートかと思います。土地を自分で探すの

はなかなか難しく、輪之内町は土地が安価なことから分譲が可能かと思いますが、家賃

を払うならローンに回したほうがいいと、そんなことをよく聞きますので、土地開発公

社の窓口もつくっておられる、その中で何とか同時に進めていただければ、定住につな

がり、また税収にもつながるのかなと、そんなことを思います。その辺、ちょっとよろ

しくお願いをしたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 最後に、町長、答弁をお願いします。 

 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 改めて激励の意味も込めて、一生懸命やってくれというふうに受けとめましたので、

当然のことでありますが、住民の幸せのためにしっかりやらせていただきます。 

○議長（北島 登君） 

 これで一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第３、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第４、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から議案説明を求めます。 
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 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 それでは、本日、平成24年度一般会計補正予算に係る議案を追加提案させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 これは国の緊急経済対策に係る補正予算の成立に伴い、輪之内町においても社会資本

整備を推進しようとするものであります。 

 議第32号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第７号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,614万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ40億9,561万7,000円とするものでございます。 

 このたびの補正予算は、安倍内閣が掲げる「金融緩和」「財政出動」「成長戦略」の

３本の矢を柱とする、いわゆるアベノミクスと言われる経済政策のうち、財政出動の分

野において日本経済再生に向けた緊急経済対策として、去る２月26日に13兆円を超える

大型補正予算が成立いたしました。当町においても積極的に国の追加予算を活用して、

社会資本整備の事業等を進めていこうとするものであります。 

 まず、歳出では、総務費の企画費１億9,999万8,000円について御説明を申し上げます。

当町と株式会社アミックスコムと共同で整備した光ケーブル網は、平成23年度から運用

を開始しております。その幹線網は、岐阜情報スーパーハイウェイを利用し、町内全域

に張りめぐらされております。今回、地域公共ネットワーク等強靱化事業を活用し、既

存ネットワークの複線化、ループ化を図り、災害時におけるバックアップ等に備えてま

いりたいと考えております。 

 次に、消防費の消防費では１億4,248万7,000円を計上いたしております。これは、仁

木、福束、大藪のコミュニティ防災センターに耐震性貯水槽をそれぞれ１基ずつ設置し、

災害時における非常用飲料水等の確保に対応するものであります。 

 次に、教育費の小学校費291万7,000円と中学校費74万2,000円の補正につきましては、

小・中学校の理科教育備品を整備しようとするものであります。 

 それでは、歳入の説明に入らせていただきます。 

 国庫補助金を総額１億3,389万1,000円の増額補正といたします。繰越金の205万3,000

円は、歳入歳出全体を調整するものであります。町債の２億1,020万円は、予算書第３

表のとおり地方債を追加するもので、光ケーブルネットワーク事業費と耐震性貯水槽設

置事業費のうち、補助対象外経費を借り入れるものであります。 

 なお、本補正予算は全額繰越明許とし、翌年度において執行するものであります。 

 以上で提案説明を終わりますが、よろしく御審議の上、適切なる御議決を賜りますよ

うにお願いをいたします。 

○議長（北島 登君） 

 暫時休憩いたします。 
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（午前11時52分 休憩）  

（午後１時00分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第５、議第１号から議第12号まで及び議第20号、議第28号を一括議題といたしま

す。 

 ただいま議題といたしました議案は、今定例会の第１日目に町長から提案説明、参事、

調整監、関係課長から議案説明を受けた後、各常任委員会に審査が付託してありますの

で、ただいまから各常任委員会委員長に審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 総務産業建設常任委員長 浅野利通君。 

○総務産業建設常任委員長（浅野利通君） 

 総務産業建設常任委員会委員長報告を行います。 

 平成25年第１回定例輪之内町議会において本委員会に審査付託されました案件につい

て、３月13日午後１時から14日の２日間にわたり、協議会室において全委員出席のもと、

執行部側より町長、参事、調整監及び各関係課長ほか関係職員出席のもと審査をいたし

ました。その経過と結果を報告いたします。 

 初めに、議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）について、当委

員会所管分を議題として、議会事務局所管分について議会事務局長から説明を受けまし

た。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に、総務課所管分について総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、消防団員の公務災害の内容はに対し、団員２名、３件分で、

訓練中に右足・腰部の捻挫、両足膝を捻挫したもので、現在は回復しているとのことで

した。 

 臨時町村交付金とは何かに対し、県の行財政改革に伴うアクションプランの実施によ

り、市町村補助金の補助率が引き下げられたこと等による町村財政負担増を補うために、

平成22年度から３年間に限り、毎年総額１億円を岐阜県町村会が県内の町村に交付する

もので、財源は宝くじ収益金等であるとのことでした。 

 塩喰消防車庫の土地の売り払い収入について、その内容はに対し、隣接する住民の方

とお互いの利便性を考え、双方の土地の形状を変更し、土地面積の差額分を支払っても

らったものであるとのことでした。 

 他に質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長に説明を求めました。 
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 説明の後、質疑に入り、主な質疑は、臨時財政対策債の確定時期と実際の借入時期は

いつごろかに対し、確定時期は前年８月ごろで、実際の借り入れは今月27日を予定して

いるとのことでした。 

 臨時財政対策債の借り入れと交付税算入との関係はに対し、この地方債は普通交付税

の代替措置という性格のものであるため、借り入れをしなくても算入されるとの説明が

ありました。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 

 説明の後、質疑に入り、主な質疑は、町県民税、固定資産税の収入額が確定する時期

はいつかの質問に対し、町県民税は６月、固定資産税は４月に賦課し、その後に変動が

あるので各納期の収入状況を確認し、最終的な収入額を計上しているとのことでした。 

 法人町民税が確定する時期も同様であるかの質問に対し、法人町民税は申告による納

税であるので随時収入があり、１月末の確定額と２月、３月の見込み額により計上して

いるとのことでした。いずれの税目についても過大見込みにならないように、補正額を

精査し、計上しているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、会計室所管分について会計室長から説明を受けました。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に、産業課所管分について産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、飛騨美濃じまん農産物育成支援事業補助金の減額理由はに

対し、採択はポイント制で、優先順位をつけられており、当初県より示されたポイント

に達しなかったなどの理由で採択されなかったとのことでした。 

 農業委員会の担い手サミットヘの参加を取りやめた理由はに対し、開催地が遠く、飛

行機で行く予算となっておりましたが、国より交通費が高過ぎるとの指導があり、補助

対象とならず取りやめたとのことでした。 

 ふれあいフェスタは開催途中で中止となり、160万円ほどの減額であるが、内容は適

正に処理されているかに対し、監査報告にて適正に処理されています。また、来年度か

らは、さまざまなパターンを想定した開催計画を立てていきたいと考えているとのこと

でした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、建設課所管分について建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、分担金減額の理由はに対して、海松新田舗装工事及び福束

新田水路工事に対する地元負担借入分の事業費減少に伴い、借り入れを取りやめたため

とのことでした。 

 負担金増額の繰り上げ償還の内容はに対し、23年度の道下舗装工事借入分及びほ場整
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備事業に対する借入償還であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、財源にゆとりがあるにもかかわらず、住民の要望に応えていないため賛

成できないとの反対討論がありました。 

 また、当初の計画どおり順調に事業が執行されており、負の財産をなくすために繰り

上げ償還も行うこととされていることから賛成であるとの賛成討論がありました。 

 異議があるので挙手により採決を行いました結果、賛成多数で、議第１号 平成24年

度輪之内町一般会計補正予算（第６号）のうち当委員会所管分については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）を議題とし、建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、国庫補助金の減額理由及び補助率はに対し、要望額に対し

て約25％カットされたことによるもの、また補助率は２分の１であるとのことでした。 

 受益者負担金の減額理由は何かに対し、前納納付者の割合が少なかったためであると

のことでした。 

 下水道加入率はに対して、２月末現在で40.9％とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第５号 平成

24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）を議題とし、

建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、石綿管は残りどれくらいかに対して、7.7％とのことでし

た。 

 下水道工事が終われば石綿管はなくなるのかに対し、なくなるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第６号 平成

24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 次に、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算について、当委員会所管分を議題

として、議会事務局所管分について議会事務局長から説明を受けました。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終了いたしました。 

 次に、総務課所管分について総務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、平成25年度の職員の人件費について、１名増員になってい

るが給料総額が減額になっているのはなぜかに対し、育児休業を取得する職員の増が主
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な要因であるとのことでした。 

 太陽光発電設備の設置について、設計と施工をあわせて発注することで経費削減がで

きるのではないかに対し、設計監理委託と工事を別々に発注するとコストは上がるかも

しれないが、正当な積算根拠をもとに工事を発注しなければならない。また、分離発注

の要請もあるので、経費削減には努めつつ、改修工事を進めるとのことでした。 

 庁舎改修の目的、内容はに対し、防災拠点の整備、バリアフリーやワンストップサー

ビスなど来庁者の利便性の向上のほか、照明、空調機器の省エネにも配慮した改修を考

えているとのことでした。 

 庁舎改修の予算的規模はに対し、現在、設計をしておりませんので未定でありますが、

最低でも２億円以上と考えているとのことでした。 

 庁舎改修、太陽光発電設備設置工事に対する国の補助はないのかについては、庁舎改

修は町単独事業になると思うが、国の補助金を見つける努力はしていく。また、太陽光

発電設備設置工事については、グリーンニューディール事業の補助制度があるので申請

していきたいとのことでした。 

 太陽光発電設備設置工事の目的はに対し、庁舎の電気使用量の全てを賄える設備では

ないが、再生可能エネルギーの有効活用、環境に対する配慮の提示、また非常時の電源

確保を前提に設置するものであり、経営の考え方と災害対応を勘案して、電力会社との

契約の方法について検討していきたいとのことでした。 

 太陽光発電設備は補助金がつかなくても実施するのかに対し、補助金がつかない場合

には、設置目的等を検討し、結論を出したいとのことでした。 

 公共施設の下水道接続の見込みはに対し、岐環協との話し合いが必要であるとのこと

でした。 

 消防団員のライフジャケット、長靴の購入についてに対し、水防法の改正により水防

活動を行う者の安全確保が示されたため、消防団員が兼ねる水防団員、水防監視員のラ

イフジャケットを購入し、貸与するものであるとのこと。また、現在消防団員が火災現

場で使用する踏み抜き防止用の長靴の劣化が激しいため、購入するものであるとのこと

でした。 

 消防団員等が災害現場で活動する際に、ＩＤ入りの笛を持たせてはどうかに対し、消

防団と協議し、購入も検討していくとのことでした。 

 職員の海外研修に派遣する職員や、その目的はに対し、平成25年度においては30から

40代の中堅職員を１名予定しており、海外を視野に入れた、これからの公共のあり方を

学ぶ研修であるとのことでした。 

 公用車の購入については、現在の車の状況、購入車種はに対し、購入予定車種はクラ

ウンで、現在の状況は、走行距離は昨日現在６万7,420キロ、初年度登録から11年目と

なるとのことでした。なお、環境に配慮し、ハイブリッドを予定しているとのことでし
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た。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、経営戦略課所管分について経営戦略課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、公債費のうち元金が1,441万6,000円増加したわけはに対し、

平成21年度に借り入れた臨時財政対策債と地方道路等整備事業債の据置期間が終了し、

平成25年度から元金の返済が始まるからとのことでした。 

 臨時財政対策債は100％交付税算入されるのであれば、この償還額がふえれば普通交

付税における基準財政需要額もふえるはず、そうすれば普通交付税の交付額（予算額）

もふえるのではないのかに対し、公債費の増加により基準財政需要額は増加するが、一

方で、現在報道にあるように職員の給与カットということで基準財政需要額の一部が一

律にカットされる部分があること、これに加えて法人税の伸びを初めとする基準財政収

入額も増加しているためである。要するに、基準財政需要額がふえても、同時に基準財

政収入額もふえているのでそれほど増額を見込めないとのことでした。 

 動画コンテンツ作成委託料では、平成24年度の実績は１件のみという説明であったが、

平成25年度は着実に執行できるかに対し、非常に危機感を持っている。動画がないと12

チャンネルの番組編成ができず、いつも同じ放送になってしまう。この動画撮影や編集

については、広く撮影者を募っていくと同時に、既存の視聴覚クラブにも声かけして、

動画撮影者の確保とリアルタイムな番組放送に努めていくとのことでした。 

 千本桜記念公園事業の予算が委託料から補助金に変更したのはなぜかに対し、平成25

年度の予算から補助金的性格の強い委託料については、全て補助金に変更した。予算の

使途をはっきりさせて、きっちり精算させる目的で行ったとのことでした。 

 定点カメラは何カ所で、設置目的は何かに対し、設置箇所は福束排水機場を含めて４

カ所くらいで、安全・安心や、防災のうち主に河川関係を考えており、量水計あたりの

映像を撮りたいとのことでした。なお、定点カメラの設置に当たり、国土交通省や警察

と協議・調整をしているが、非常に厳しい状況であるとのことでした。 

 河川水位については国土交通省がホームページで数値を公開しているのでそれを流し

てはどうかに対し、河川水位データについては、12チャンネルで流していく予定をして

いる。今回の定点カメラの設置により、河川水位データに加えて映像も流していきたい

とのことでした。 

 輪之内町光ケーブルテレビ整備事業補助金6,675万9,000円は、アミックスコムと共同

で施設整備を行うとのことだが、総事業費は幾らで、どのような整備をするのかに対し、

総事業費は１億170万円、これにより動画放送を行うための送り出し機をアミックスコ

ム大垣受信点に設置するのと同時に、テレビのリモコンのｄボタンを押したら、ごみ回

収日や予防接種日などのお知らせ情報を得ることができるよう、12チャンネルにデータ

放送機能を付加していくとの説明がありました。 
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 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、税務課所管分について税務課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、前納報奨金は固定資産税以外にはないのかに対し、町県民

税の徴収方法は普通徴収と特別徴収で、徴収方法の違いがあり、現在は固定資産税のみ

であるとのことでした。 

 軽自動車税の対象台数についてに対し、4,168台とのことでした。 

 町民税の予算額が前年度の補正予算額に対してマイナスになっていることについてに

対し、昨年11月に主要20社に聞き取りをしたところ、今事業年度の実績により減少する

結果になったとのことでした。 

 固定資産税の内訳についてに対し、平成24年度は償却資産で1,044万3,000円が増加し、

土地家屋もふえているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、会計室所管分について会計室長から説明を受けました。 

 質疑に入り、質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、産業課所管分について産業課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、農業委員会の担い手サミットの開催地はに対し、石川県と

のことでした。 

 小規模農家組織化支援事業補助金と経営体育成支援事業補助金の内容はに対し、小規

模農家組織化支援事業補助金は、新たに設立された集落営農組織等の初期投資を軽減す

ることを目的とした県の事業で、補助率は、県50％、町５％、ＪＡが５％です。経営体

育成支援事業補助金は国の事業で、補助率は、国30％、町５％ですとのことでした。 

 小規模農家組織化支援事業補助金の購入予定機械は６条とのことですが、以前６条で

は対象にならず購入できなかったと聞いているに対し、面積的には購入できるはずであ

り、過去の経緯については確認するとのことでした。 

 農地減少による農地・水保全管理支払交付金の減額はないのかに対し、２期対策が始

まった時点で減少分を見越して採択申請しているため、変更はないとのことでした。 

 街路灯の経費内訳はに対し、新設９基で45万円、ＬＥＤ更新43基で220万円、電気代

208万3,000円、保険代17万円、修繕費70万円、そのほか会議費等とのことでした。 

 ＬＥＤ化が完成したら地元負担はなくすのかに対し、今後検討していくとのことでし

た。 

 需要費の印刷製本費が増加した理由はに対し、御膳米のチラシ等の印刷代ですとのこ

とでした。 

 ふれあいフェスタ補助金が16万円増額の理由はに対し、駐車場でのクレームも多く、

警察からの指導もあり、警備員の経費を計上しているとのことでした。 

 商工会補助金の増額理由はに対し、商工会の外壁修理の工事費が計上されているとの



－１４２－ 

ことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終結しました。 

 次に、建設課所管分について建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、本戸パビリオン事業とは何かに対し、中将姫伝説継承のた

めの公園整備で、県の補助事業であるとのことでした。 

 面積と買収単価はに対して、約600平方メートルで、反あたり150万円とのことでした。 

 町への工事要望件数はに対しては、135件であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 質疑を終了し、討論に入り、積極的な予算であると思うが、庁舎改修や太陽光発電設

備など、町民の願っていることに沿っているかどうか疑問である。行政サイドのことし

か考えていない。また、動画コンテンツの基盤整備についても、一部の人にとっては便

利であるが全てではない。このようなことに莫大な費用をかける必要があるのか疑問で

ある。歳入においても過少見積もりで、町民に負担をかける予算であり、反対であると

の反対討論がありました。 

 また、庁舎改修、光ケーブル、太陽光発電等、町民に向かって夢のある予算であると

考えるため賛成である、そのほか実績をもとに計上された予算であると考え賛成である

との賛成討論がありました。 

 異議があるので挙手により採決を行いました結果、賛成多数で、議第７号 平成25年

度輪之内町一般会計予算のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算につ

いてを議題とし、建設課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、平成28年までに下水道工事は終えられるのかに対し、期間

は変更認可で１年延長したが、工事はおくれているとのことでした。 

 補助金カットを見込んで要望すればどうかに対し、昨年度からそのように要望してい

るとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第11号 平成

25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に、議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算についてを議題とし、建設課

長から説明を受けました。 

 質疑に入り、質疑はなく、討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員

異議なく、議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算については、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 
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 次に、議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定についてを議題とし、総務課長から

説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、名誉町民と町民栄誉賞の違いはに対し、議会で議決を得る

こととしている名誉町民が段階的には上位であり、具体的に功績者があった場合は、そ

の都度、どちらの対象とするのかを判断していきたいとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、討論はなく、採決を行いました結果、全委員異議なく、議第20号 輪之

内町町民栄誉賞条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、総務産業建設常任委員会に審査付託されました案件について経過の概要と結

果報告を申し上げ、総務産業建設常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（北島 登君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員長 上野賢二君。 

○文教厚生常任委員長（上野賢二君） 

 それでは、文教厚生常任委員会委員長報告を行います。 

 平成25年第１回定例輪之内町議会において本委員会に審査を付託されました案件につ

いて、３月12日と13日の午前９時30分より、協議会室において、12日は全委員出席、13

日は１名遅刻出席のもと、執行部側より町長、教育長、参事、調整監及び各関係課長、

関係者出席のもと審査をいたしました。 

 その経過と結果を報告いたします。 

 初めに、議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）について、当委

員会所管分を議題として、住民課所管分について住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、委員等報酬を各協議会を開催しなかったので減額している

が、どうして開催しなかったのかに対し、町長の諮問機関ですので重要な事案がある場

合に開催するとのことでした。 

 川西地区は何件合併浄化槽を設置しているかに対し、塩喰川西地区は16件中６件、福

束川西は13件中３件ですとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、予防接種の予算が減額されているが、当初に対して実績は
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それぞれどうなったのかに対し、予防接種３ワクチンの内訳は、子宮頸がんは400人が

254人、ヒブワクチン480人が398人、肺炎球菌480人が418人で、子宮頸がんの内訳は、

昨年12月末現在では、小６が２人、中１が41人、中２が38人、中３が28人、高１が17人

となり、日本脳炎については970人が286人となります。また、単価については、子宮頸

がんは、合計３回接種のうち、１回当たり１万6,800円、ヒブワクチン及び肺炎球菌に

ついては、最大４回接種のうち、それぞれ１回当たり１万100円、１万2,600円で、日本

脳炎については、合計４回接種のうち、１回当たり8,432円とのことでした。 

 園児数は現在何人で、園児数に対する保育士の担当人数の基準はどうかに対し、現在

では360人で、園児に対する保育士は基準により決まっており、ゼロ歳児は３園児に１

人、１歳から２歳までは６園児まで、年少は20人まで、年中・年長は30人までで１人の

保育士で対応とのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、教育課所管分について教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、大藪小学校の増改築工事に対する国庫支出金の増減理由は

に対し、増築部分については国庫負担金の単価改定があり、増額となった。改築部分に

ついては、国庫補助金の標準単価10万5,000円を適用して予算計上していたが、実施設

計の結果、屋上及び外壁工事は行わないことから適用単価が５万6,500円となり、減額

になったとのことでした。 

 小学校英語指導助手派遣委託料の減の理由はに対し、夏休みの一時帰国に係る日数分

を減らして契約したためとのことでした。委員からは、減額になればいいという考えで

はなく、英語教育の質の低下につながらないようにしてほしいという意見がありました。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第１号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）

のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、歳出の療養給付費の財源補正についてに対し、歳入の国庫

療養給付費等負担金については、平成24年３月診療分から10月診療分の実績と平成24年

11月診療分から２月診療分は、昨年度の実績による伸び率により今年度の負担金額が決

まってくる。よって、見込みの部分があるため、翌年度で精算するという形になってい

ます。また、歳出の医療費につきましては、今年度の支払いがまだ終わっておりません

ので、減額補正を行いませんとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論に入り、財源は十分あるので、ゆとりがあるときに基金なり税率を減にするべき

で、予算は認められないとの反対討論がありました。 
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 また、医療費は単年度で終わるものではないので、精算等があり、現段階ではやむを

得ないものである、補正予算に賛成するとの賛成討論がありました。 

 異議があるので挙手によって採決した結果、挙手多数で、議第２号 平成24年度輪之

内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、特別徴収から普通徴収への切りかえの理由は何か、また特

別徴収と普通徴収の割合はどうかに対し、岐阜県広域連合の指示により、特別徴収と普

通徴収との割合は７対３であるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とし、福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算について、当委員会所管分を議題

とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、最終処分場の残余容量の測量は毎年行わなければならない

のかに対し、一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令により調査が必

要ですとのことでした。 

 バス路線維持費の積算はどうされたかに対して、バス運行の事業費は、自主運営バス

は、経常費用3,156万4,000円から経常収益237万3,000円引いた事業費2,919万1,000円で

す。地域間幹線は、経常費用１億2,396万4,000円から経常収益6,198万6,000円を引いた、

欠損額6,197万8,000円に市町村案分として646万4,000円ですとのことでした。 

 技術管理者講習会は誰が受けるのかに対し、若手職員が受ける予定ですとのことでし

た。 

 廃棄物減量等推進審議会は何を審議するのかに対し、毎年度、輪之内町一般廃棄物処

理実施計画を審議しております。年度途中で計画の変更がある場合のために、２回予算

を組んでありますとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、福祉課所管分について福祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、保健センターのガスヒートポンプは耐用年数が来ているの
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かに対し、まだ交換の時期には来ていないため大丈夫とのことでした。 

 福祉医療費の高校生世代とはいつまでのことなのか、また就業していても対象となる

のかに対し、高校を卒業するまでの満18歳を迎えた年度末までで、働いている方も対象

となるとのことでした。 

 子ども・子育て支援計画の内容とどこに委託するのかに対し、次世代育成計画を子育

て支援計画に変更したため、今回、策定に向けて意向調査を実施するもので、委託先に

関しては、専門的業者へ委託するとのことでした。 

 児童福祉施設委託料の内訳はどのようなものかに対し、施設防犯、貯水槽清掃、消防

設備点検、非常通報装置保守、パントリー害虫防除除菌消毒、厨房排水浄化槽清掃、ダ

ムウェーダー保守、運動施設遊具保守、自家用電気工作物保安業務、電力デマンド監視

等の11項目とのことでした。 

 子ども・子育て支援計画は何が問題で策定するものなのかに対し、法律に基づき策定

しなければならないとのことでした。 

 自由診療や高度医療での高額医療費は適用されるのかに対し、医療は混合診療は認め

られておらず、自由診療や高度医療では保険適用ができないとのことでした。 

 虚弱高齢者教室は今まで何回開催されたのかに対し、転倒予防教室は１カ月４回開催

し、15名の参加で、現在、デイサービスの一休で実施しているが、新規参加者の受け入

れが困難なため、他事業所を探し、１教室分をふやし、受け入れ可能としたいとのこと

でした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 次に、教育課所管分について教育課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、委員等報酬や臨時職員の人数はに対し、社会教育指導員は

１名、社会教育委員は13名、青少年育成推進員は６名、文化財保護審議委員は６名で、

給食センターの臨時調理員は５名とのことでした。 

 中国語の通訳謝礼がふえた理由はに対し、中国派遣と受け入れを隔年で実施すること

になり、受け入れとなる25年度は、通訳者が全ての日程に随行するためであるとのこと

でした。 

 小学校の英語指導助手派遣委託料の減の理由はに対し、24年度から雇用形態を業務委

託から派遣に切りかえたため、派遣日数に基づき計上したため減となった。24年度にお

いても３月補正にて減額しているとのことでした。 

 放課後子どもプラン推進事業費補助金とはに対し、留守家庭児童教室に対する国の補

助で、補助率は３分の２である。２カ所該当し、仁木教室が107万4,000円、大藪教室が

81万4,000円であるとのことでした。 

 中学校のＡＥＴの賃金が臨時職員賃金となっているが、身分はに対し、招致外国青年

任用規則に基づき任用している、町の臨時職員の人数には含まれていないとのことでし
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た。 

 アーリオンホールの修繕料の内訳はに対し、どんちょうの制御部品の取りかえが189

万円、舞台の暗幕の取りかえが５枚で413万円である。暗幕は全部で13枚あり、３年計

画で取りかえるとのことでした。 

 図書館の蔵書数と購入方針はに対し、23年度末の蔵書数は７万8,425冊で、現在は７

万9,931冊である。図書の購入方針は、図書館協議会を毎年開催し、協議しているとの

ことでした。 

 学校給食の地産地消の状況と課題はに対し、町内産・県内産の米や野菜を食育週間や

新米の時期に使用するなど拡大に努めている。生産者の顔を見ることができ、子供にも

好評である。課題は、１カ月分の献立の供給量を確保できるかどうかであると。同じ野

菜であっても、用途の違いや天候の都合によって確保できない場合がある。米について

は、学校給食会を通して確保する方法と補助金に頼らずに直接営農組合から仕入れる方

法もある。保護者の負担増につながらないように考えつつ、産業課と教育課において協

議を進めたいとのことでした。 

 特色ある学校教育推進事業の内容はに対し、事業費は、小学校が各校40万円、中学校

が20万円である。仁木小はアイガモ農法による米づくりや体力づくり、福束小は図書館

教育、大藪小はふるさと学習、輪之内中は、合唱を特色としているとのことでした。 

 中学校費のオーケストラ演奏は一般の方も鑑賞できるのかに対し、中学生300名と保

護者でほぼ満席のため、一般の方には広報していないが、鑑賞は可能であるとのことで

した。 

 青年のつどい協議会が活動を休止しているが、再開の見通しはに対し、商工会青年部

と活動が重複する部分もあり、再開は難しいが、西濃青年つどい協議会の組織もあるた

め、今のところ廃止は考えていないとのことでした。 

 中学校の修繕工事の内容はに対し、普通教室のテレビ設置が53万3,000円、不慮の修

繕工事が50万円とのことでした。 

 小学校の農地管理委託料とはに対し、仁木小のアイガモ農法による農地の管理経費と

のことでした。 

 情報教育のパソコン借り上げ料の内訳はに対し、継続分としてパソコン72台、プリン

ター及び校内ＬＡＮ設備で579万円、新規分としてパソコン148台、プリンター及び小・

中学校用サーバー８台で571万円である。なお、新規分は夏休みに設置するため、９月

から７カ月分であるとのことでした。 

 女性会議の会員数と活動内容はに対し、会員は61名で、アクリルたわしづくりによる

環境学習や花壇づくりのほか、ボランティア活動に参加している。平成24年度は女性の

ための講座を開設し、防災頭巾づくりを実施したとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 
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 討論、異議ともになく、第７号 平成25年度輪之内町一般会計予算のうち当委員会所

管分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算を議題とし、住

民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、後期高齢者支援金の試算についてに対し、後期高齢者支援

金については、所得割2.97％、均等割１万3,200円で見込んでいるとのことでした。 

 平成24年度の補正予算で返還金の補正があったが、当初予算では計上できないのか、

また平成24年度の返還金は、おおよそどのくらいなのかに対し、当初予算の作成時には

医療費の額が確定していないので、実績後の補正で対応したいと考えている。また、国

保の医療費は３月診療分から２月診療分であり、２月診療分は４月に支払うため、まだ

支払いが終了しておらず、現時点では返還金があるのか追加交付があるのかはわかりま

せん。しかしながら、現時点では、今年度は昨年度ほどの返還金は生じないと考えてい

るとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予

算は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、福祉

課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、特別徴収と普通徴収の割合はに対し、岐阜県広域連合から

の数値をもとに編成しており、特別徴収は７割、普通徴収が３割となっているとのこと

でした。 

 岐阜県広域連合で積算された金額には所得は勘案されているのかに対し、前年度の所

得で計算され、算出されているとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算を議題とし、福

祉課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、職員給与は輪之内町の職員なのか、人事管理の方で一括管

理しているのではに対し、特別会計のため人件費を計上しており、各種事業を実施して

いるため人件費を支出しているとのことでした。 

 要支援者の対象者は把握しているのかに対し、各保育園の中で対象者は把握している

とのことでした。 

 利用者が減っているのは使い勝手が悪いとかの理由ではに対し、今後も各種の事業を

行い、利用者の増に結びつけていきたいとのことでした。 
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 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 討論、異議ともになく、議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予

算は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第28号 輪之内町食育推進条例の制定についてを議題とし、福祉課長から説

明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、条例を今回制定された背景はに対し、平成23年３月に「輪

之内町健康計画」を策定して事業を推進しているが、さらに食育推進の計画を健康計画

とあわせて有機的に一つの計画としての時期が来たため、この条例を定め、全町的に推

進していきたいとのことでした。 

 今までは条例がなくても行っていたが、条例を制定することにより強制的になるのか

に対し、どう役割を持つのか、町民に食育については大切なことだと啓発したい狙いが

あるとのことでした。 

 ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。 

 質疑を終了し、討論に入り、食べ物を大切にする意味と日本の伝統文化の食を大切に

する意味から条例の制定はよいこととの賛成討論がありました。採決を行いました結果、

全委員異議なく、議第28号 輪之内町食育推進条例の制定については、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会に審議付託されました案件について経過の概要と結果報

告を申し上げ、文教厚生常任委員会委員長報告を終わります。 

○議長（北島 登君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 平成24年度の国保会計補正予算のところで、私、反対討論を行いましたが、それとの

整合性からちょっと確認しておきたいんですけれども、今、委員長報告の中で保険給付

費のところの財源補正についての報告があったんですけれども、ちょっとその内容がい

ま一つわかりにくかったもんで、もう一度どういうふうな内容だったか、財源補正の理

由、どうなったかちょっと教えてください。 

 今、報告があった国保の補正予算の中の財源補正について、どういう内容ですか、こ

れは。 

○議長（北島 登君） 

 文教厚生常任委員長 上野賢二君。 
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○文教厚生常任委員長（上野賢二君） 

 では、再度読みます。 

 次に、議第２号 平成24年度輪之内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

を議題とし、住民課長から説明を受けました。 

 質疑に入り、主な質疑は、歳出の療養給付費の財源補正についてに対し、歳入の国庫

療養給付費等負担金については、平成24年３月診療分から10月診療分の実績と平成24年

11月診療分から２月診療分は、昨年度の実績による伸び率により今年度の負担金額が決

まってくる。よって、見込みの部分があるため、翌年度で精算するという形になってい

ます。また、歳出の医療費につきましては、今年度の支払いがまだ終わっておりません

ので、減額補正を行いませんとのことでしたということです。 

（「議長」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 予算書の歳出の保険給付費のうちの国庫支出金、あるいはその他の支払基金交付金を

減額して一般財源を増額していると、これが財源補正ですね。だけど、この財源補正の

理由というのは説明されていないんやね、説明ができなかったということやね。 

 私、委員会でこれを何回かしつこくお聞きしておったんですけれども、それに対して

は答弁がないということかな。 

○議長（北島 登君） 

 それ質問ですか、委員長報告に対する。 

○９番（森島正司君） 

 質問、どういうふうにこれを解釈するか。 

○議長（北島 登君） 

 わかりました。 

 暫時休憩します。 

（午後１時51分 休憩）  

（午後１時57分 再開）  

○議長（北島 登君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 委員長、答弁をお願いします。 

○文教厚生常任委員長（上野賢二君） 

 先ほどの質疑内容についてですが、歳出の財源補正については、国の療養給付費等負

担金の減額など歳入の減額補正を行っており、歳出の部分は、医療費は今後支払いがあ

るため補正をしていませんということでございます。 
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○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第１号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 第１号は、平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第６号）であります。本来、一般

会計の年度末の補正予算というのは、一般会計に限りませんけれども、これから新たな

事業を行うための補正予算ではないはずであります。当初予定していた事業の完了に向

けて予算の過不足を調整するものではないかというふうに私は理解しております。 

 こういう最終的な補正予算であるのにもかかわず、新たに歳入に膨大な財源が追加さ

れてきた。町税、地方交付税、あるいは前年度繰越金、これだけで３億3,000万円もの

財源が追加されてきた。町税の確定時期というのは、これは今委員長報告にもありまし

たけれども、固定資産税については１月１日現在の資産に課税されるものであって、そ

れから町民税については３月の確定申告に基づいて６月に決定されている。法人税につ

いては、その都度、決算によって決定されるということでありますけれども、さらに、

地方交付税については７月末にわかっている。これをずうっと予算計上をせずに、３月

末に合わせて３億3,000万円という膨大な金を出してくる。これは、もともと実際に使

う金があったとしても、町民に対しては財源がないからといっていろんな面で我慢を押

しつけたり、あるいは負担を押しつける。一番わかりやすいのは、街灯の電気代の地元

負担、こういうこともやっているわけであります。 

 そうやって町民に対しては財源がないといって要望実現に背を向けておきながら、そ

して年度末になってゆとりがあるからといって借入金の繰り上げ償還、あるいは基金に

積み立てる。財源にゆとりがあって繰り上げ償還をする、あるいは基金に積み立てるこ

と、そのものを否定するわけではありませんけれども、これが必要なら、当初から計画

的に借入金の繰り上げ償還を今年度はどれだけやっていく、来年度はどれだけやる、こ

ういう計画的な運営をされるべきだと。金があるのに、それを出さずに金がないないと

言うのは、これはちょっとこそくなやり方ではないかというふうに思うわけであります。 

 そのようなやり方に対しては反対だということで、この補正予算、執行部に反省を求

めて、私は反対していきます。 
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○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 補正予算に関しては、当初の計画どおり実行されておりまして、結果において繰り上

げ償還がされた。これは将来に向けて健全財政の維持のためということでありますので、

本議案に対しては賛成でございます。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第２号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 24年度の国保会計補正予算につきましては、今、委員長報告に対して質疑をさせてい

ただきましたけれども、やはり療養給付費の財源補正が行われているが、その理由が明

確ではない。国庫負担金については、歳入については変更申請をして、それに基づいて

減額されている。要するに、変更申請ということは、医療費の見込みが少ないというこ

とを見越して減額申請がされているんではないかというふうに思うわけであります。で

あるなら、一般被保険者の保険給付費も、全体も減らないとおかしいんではないか。そ

れなのに、なぜ国からの支出金、あるいは支払基金交付金が減額になって、その一般財

源をふやさなければならないのかというところの説明が、かなりこれは委員会において
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もお聞きしたんですけれども、結果的にはっきりしない。今の委員長報告でも、これに

対する明快な回答がなかった。なぜそれが回答できないのか、ちょっと私にはわかりま

せんけれども、疑問であります。 

 前年度の繰越金が１億300万円もあったわけですけれども、これを今回、2,400万円も

これまで留保されておって、３月にこれを計上してくる。結局、この金を処理しようと

思うと、どこかで支出をつくらなければならないということになったんではないかとい

うふうに勘ぐらざるを得ない。そうやって帳尻合わせでやられているんではないかとい

うふうに思えてしようがない。 

 要は、この１億300万円の前年度の繰越金そのものが多過ぎるということはこれまで

何回か言ってきましたけれども、この国保税が23年度は大幅に引き上げられたわけであ

って、その上げ過ぎたことに対する何の反省もない。私は、このような無謀な国保税の

引き上げ、これによって多くの町民の方が苦しんでいる。そういうところにもっと思い

を寄せて対処していただきたい。そういった意味から、こういう意味のわからない補正

予算には賛成できないということで、反対であります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ８番 森島光明君。 

○８番（森島光明君） 

 委員会でも申し上げましたように、国庫支出金や支払基金からの収入が減って一般会

計で財源が補われておるわけでございますが、国保会計というものは、医療費の増減が

あれば、当然その精査は当年度ではなく、後から出てくるものでございます。そうした

複雑な仕組みの中で運営をしていかなければなりませんから、今回の補正に賛成するも

のであります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第２号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 
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 起立多数です。 

 したがって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第３号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第３号 平成24年度輪之内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第４号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第４号 平成24年度輪之内町児童発達支援事業特別会計補正予算（第

１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第５号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから議第５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第５号 平成24年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

 これから議第６号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第６号 平成24年度輪之内町水道事業会計補正予算（第１号）は、委

員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第７号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 平成25年度一般会計の予算について反対の立場から討論を行います。 

 まず、平成24年度の一般会計予算というのは、先ほど言いましたけれども、３月の最

終補正まで予算に計上されなかった財源が３億3,000万円もあったと。もっと多くの事

業が展開されてもよかったんではないかと思います。25年度の一般会計予算は、その24

年度の当初予算より、さらに2.84％少ない予算となっている。前年度の実施してきた事

務事業が少なかった、それよりもさらに少ない予算を25年度は計上しているということ
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で、もっと積極的な予算編成にしてもらいたかった、これがまず第１点であります。 

 それから、その事業の内容を見ましても、ハード事業がたくさん盛り込まれておりま

す。これが本当に町民の要望に沿った事業なのかどうかというようなことが検証されな

ければならないんではないか、このように思うわけであります。 

 例えば、庁舎の改修工事費、これは設計委託で1,200万円計上されておりますけれど

も、工事費全体がどれくらいになるか。先ほど委員長報告にありましたように、２億円

を下らないだろうというような話でしたけれども、どのようなものをやっていくのか。

防災拠点をつくるというんだけれども、その防災拠点がどういう機能を持たせるのか、

あるいはどういうスタイルになるのか、そういったことも一切説明がされませんでした。

広い意味で防災対策というのは必要なことであって、それを進めること自身、反対する

ものではありませんけれども、いかにも唐突過ぎるんではないかと。もっとじっくりと、

じっくりやっておる時間はないかもしれませんけれども、十分な検討をして、それを委

員会で報告されたい、ところがそれがない。そういうことをやらないまま、ただ進んで

いるような気がしてなりません。 

 そして、それとあわせて太陽光発電設備に3,000万円ほどが計上されている。しかし、

この設備容量は一体どれだけなのか、どのくらいの売電見込みがあるのか、その経費の

還元はどうなるのか、こういったことについても一切、計算されているのか、されてい

ないのかわかりませんけれども、報告がない。極めて場当たり的な、思いつきでやられ

たんではないかというふうに思われても仕方がない。もっとこういったことも十分な検

討を重ねて、そして将来的に財源確保になるとか、そういうような目安も本当は示され

るべきではないかと思うわけであります。そういったことが一切ないままやられている。

パフォーマンスじゃないかというようなことも委員会でも言いましたけれども、他の市

町村に先駆けてやれば目立つからやろうというようなことが出ているんではないかと思

えてしようがない。町民の貴重な税金をそんなような使い方では、ちょっといかがなも

のかというようなことを思うわけであります。 

 さらに、動画放送設備設置事業補助金、あるいは中将姫公園整備事業、こういったこ

とでも、どれだけの町民が要望しているのか。こういったことはアンケート調査などを

やって、そして町民の要望に沿った格好で進めるべきではないかというようなことを思

うわけであります。だから、そういったことが落ちているというふうに思われます。 

 そして、さらに町民に負担を押しつける一方で無駄遣いが行われているんではないか。

例えば、街路灯の電気代を今後も町民に負担させながら、町長の使用される公用車の買

いかえに600万円、これは街路灯の電気代の約６年分に当たる、これをやめれば電気代

の地元負担などなくても十分にやっていける。今、町長の車が６万7,000キロほどにな

っているということですけれども、それで何の不都合があるのか。これこそ無駄遣いの

典型ではないかというふうに思うわけであります。 
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 予算編成によって町は財源確保に努めるとともに、限られた財源を有効に活用すると

いう視点で予算編成を行ったと言われておりますけれども、財源確保については非常に

甘い。あるものを予算に計上しない、そういうことで財源確保に努められていない。そ

れから有効に活用かといえば、必要ないものにまでに金を出しているというようなとこ

ろもあるということで、反対であります。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（「議長」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 平成25年度は多くの行政課題がある中、事業精査がされ、特に庁舎改修への道筋、そ

れから光ケーブルによる防災面の強化充実、太陽光発電の取り入れ等、今まさに必要と

されている行政改革の克服に向けて立てられた予算であり、町民に対して意味のある予

算になっていると考え、本案に賛成したいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議第７号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。異議がありますので起立によって採決します。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立７名） 

○議長（北島 登君） 

 起立多数です。 

 したがって、本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第８号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに
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御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第８号 平成25年度輪之内町国民健康保険事業特別会計予算は、委員

長報告のとおり可決されました。 

 これから議第９号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第９号 平成25年度輪之内町後期高齢者医療特別会計予算は、委員長

報告のとおり可決されました。 

 これから議第10号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第10号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第10号 平成25年度輪之内町児童発達支援事業特別会計予算は、委員

長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第11号についての討論を行います。 
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 討論ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第11号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第11号 平成25年度輪之内町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議第12号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第12号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第12号 平成25年度輪之内町水道事業会計予算は、委員長報告のとお

り可決されました。 

 これから議第20号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第20号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに
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御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第20号 輪之内町町民栄誉賞条例の制定については、委員長の報告の

とおり可決されました。 

 これから議第28号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第28号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第28号 輪之内町食育推進条例の制定については、委員長の報告のと

おり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第６、議第32号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第７号）についてを議

題といたします。 

 経営戦略課長から議案説明を求めます。 

 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 それでは、議第32号、一般会計補正予算について説明を申し上げます。お手元に配付

の議案書１ページをお開きください。 

 議第32号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第７号）。平成24年度輪之内町の

一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,614万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億9,561万7,000円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 第２条、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 第３条、地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。平成25年３月19日提出、

岐阜県安八郡輪之内町長。 

 ２ページから３ページの第１表につきましては、今回の補正予算を款項別にまとめた

ものでございます。 

 ４ページの第２表、繰越明許費補正は、予算の定めるところにより翌年度に繰り越し

て予算執行することができるようにするものでございます。 

 本補正によりまして翌年度に繰り越して使用しようとする経費は、３億4,774万4,000

円でございます。 

 ５ページの第３表は地方債を追加するもので、この後、事項別明細書の５ページでも

説明いたしますが、輪之内光ケーブルネットワーク整備工事費と耐震性貯水槽設置工事

費のうち、補助対象外経費を対象に補正予算債を借り入れるものでございます。 

 このたびの補正予算につきましては、町長の提案説明にもございましたように、安倍

内閣が掲げる金融緩和、財政出動、成長戦略の３本の矢を柱とする、いわゆるアベノミ

クスと言われる経済政策のうち、財政出動の分野において日本経済再生に向けた緊急経

済対策として、去る２月26日に13兆円を超える大型補正予算が成立したところでござい

ます。当町でも積極的に、この国の追加公共工事を活用して社会資本整備等を進めてい

こうと考えているものでございます。 

 それでは、事項別明細書で説明をいたします。事項別明細書の６ページをお開きくだ

さい。 

 歳出から説明をいたします。総務費の企画費１億9,999万8,000円は、当町と株式会社

アミックスコムが共同で光ケーブル網を整備し、23年度から運用を開始しております。

その幹線網につきましては、大垣のソフトピアジャパンにあります大垣受信点から岐阜

情報スーパーハイウェイを経まして、役場庁舎内にあるセンター施設から、いわゆるス

ター型に町内全域を電柱共架により張りめぐらしておりますが、複線化はされておりま

せん。大垣受信点から役場庁舎内にあるセンター施設間は、自前回線でもありません。

このため、岐阜情報スーパーハイウェイに断線など支障が生じた場合、ケーブルテレビ

での災害情報提供手段が途絶えてしまうおそれがあります。また、本町の揖斐川の西の

塩喰川西地区や福束川西地区の２地区については、他の事業者の光回線を借用している

ため、ループ化がなされていないのが現状であります。この２地区においても光ケーブ

ルに断線等の支障が生じた場合は、自前線ではないために復旧が大幅におくれることが

懸念しておるところでございます。 

 輪之内町の光サービスは、現在、全世帯の約５割弱が加入をいただいておりまして、

災害情報等を住民に適切に提供できる有効なツールであるというふうに考えております。
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そこで、今回、補正予算にあります国の地域公共ネットワーク等強靭化事業のうち、地

域ケーブルテレビネットワーク整備事業を活用して、既存ネットワークの複線化という

ことで、自前線の整備、あわせて揖斐川以西とのループ化を行うことによりまして、断

線した場合の被害を最小限に食いとめるため、また防災対策や業務継続計画（ＢＣＰ）、

その一環として整備してまいりたいというふうに考えております。具体的な事業費とし

ては、節13.設計監理委託料で700万円、節15.工事請負費につきましては、１億9,299万

8,000円を計上させていただくものでございます。 

 次に、７ページをお開きください。消防費、防災費の１億4,248万7,000円は、町の各

コミュニティ防災センターに１基ずつ、計３基の飲料水兼用の耐震性貯水槽を設置する

ことで、いつ起きてもおかしくないと言われている巨大地震などに備えるとともに、地

域住民に安心感を与えるものと計画しております。これにより、各コミュニティ防災セ

ンターは応急的な給水拠点となり得まして、地震等の災害時には、被災者が必要とする

飲料水を確保し、供給していくことができます。また、災害発生時は無論のこと、水源

地等から給水車による補給を受けることで、管路が復旧するまでの間、地域住民の暮ら

しを支える生活用水を安定的に供給してまいります。具体的な事業費につきましては、

工事請負費で１億4,248万7,000円を計上するものでございます。 

 続いて、８ページをお開きください。教育費の小学校管理費の291万7,000円と次ペー

ジの中学校管理費の74万2,000円は、国が科学技術の振興を強力に推進し、科学技術創

造立国を目指すということで科学技術基本法が施行されているのは御存じかと思います。

その一環として、今回、この国の補正予算を活用して、各学校の理科教育備品を充実さ

せ、新学習指導要領に基づく観察、実験で一層充実した授業ができる環境を整備しよう

とするものでございます。 

 次に、歳入の説明をいたします。３ページをお開きください。 

 国庫支出金では、理科教育備品購入費と輪之内光ケーブルネットワーク整備工事費、

耐震性貯水槽設置工事費に対する国の補助金で、総額１億3,389万1,000円でございます。 

 ５ページの町債の２億1,020万円は、予算書第３表のとおり、地方債を追加するもの

で、輪之内光ケーブルネットワークの整備工事費と耐震性貯水槽設置工事費のうち、補

助対象外経費を対象に補正予算債を借り入れるものでございます。 

 最後に、前後しますが、４ページの繰越金205万3,000円は、歳入歳出全体を調整する

ものでございます。 

 以上で、平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。御審

議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（北島 登君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 概略は前回の常任委員会の終了後にお聞きしておりますけれども、１つちょっと確認

したかったのは耐震性貯水槽ですけれども、これが各防災センターに１基ずつ、約40ト

ンの水を確保していこうというようなことなんですけれども、平常時はこの40トンの水

はどういうふうになるのか。ちょっと細かいことで申しわけないんですけれども、給水

管で常時接続しておって、その水を使うような格好になるのかどうかということをちょ

っと教えていただきたいと思います。 

○議長（北島 登君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 ただいまの御質問ですけれども、貯水槽に水を長く滞留させますと、どうしても水が

傷むということがございまして、今回計画いたしておりますのは、絶えず循環するとい

う方式のものにしておりますので、絶えずタンク内の水で入れかわって、新鮮な水を災

害時においても供給することができるというものでございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 それで結構ですけれども、要は40トンの水が常にそのタンクの中にあるわけですね。

それを常時使用する分がそこから出てくるということになるわけですね。40トンの水が

今の使用水量で、平常の使用でどのくらいでそれが入れかわっているものなのか。 

 今、水源地にタンクがあって、そのタンクから接続するわけですね、給水管でもって

各40トンで120トンの水とつながっておるわけですね。そこから各家庭に配水されると

いうことになるわけですね。だから、全体のこのタンクの容量というのはかなりのもの

になるような気がするんですけれども、それは今水道課のほうのあれを見ればわかるの

かもしれませんけれども、給水使用量がね。それで割ればどのくらいで回転するかとい

うのがわかるかわからんけれども、大体どのくらいで回転するものかというのはわかり

ますか。 

○議長（北島 登君） 

 総務課長 兒玉隆君。 

○総務課長（兒玉 隆君） 

 今現在、何日間とか、そういう詳しいデータは持っておりませんけれども、イメージ
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といたしまして、水道管の真ん中に大きなタンクがある、水道が流れてきて、そのタン

クの中に入り、別の一方の管から一般家庭のほうへ流れていくというものでございます。 

 それで十分循環すると思いますが、出口のところにメーターをつけまして、どのくら

いのお水が出ていくかと確認するようなことも計画に入れておりますので、そのメータ

ーによって間違いなくタンク内の水が循環しておるということも確認をしていきたいと、

住民の方に迷惑をかけないようにしたいというふうに考えております。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（北島 登君） 

 ６番 田中政治君。 

○６番（田中政治君） 

 質問の前にちょこっと、こんなことを聞いて笑われるかもしれませんけれども、この

補正予算に上げてきた事業内容のものについて、これはこの本会議において繰越明許と

いう形でしておいてということは、事業内容は申請済みになっているのか、これを受け

て申請するのか、この内容を、どちらでしょうか。ちょっとそれだけお聞きしたいんで

すが。 

○議長（北島 登君） 

 経営戦略課長 荒川浩君。 

○経営戦略課長（荒川 浩君） 

 ３本の各事業の進捗状況という、国への申請行為はどうなっているかということでよ

ろしいですね。 

 現在、前の全協でお時間をいただいたときには、いまだ補助金の内示は来ていません

ということを申し上げましたが、この耐震性貯水槽については３月13日付で、まだ口頭

ベースでございますが、補助金は内定したというような連絡がありました。 

 そのほか、理科備品と光ケーブル等強靭化については、いまだ内示等の行為はありま

せん。申請は、理科教育については申請行為も終わっておりますし、光ケーブルのほう

については、間もなく提出予定でございます。 

○議長（北島 登君） 

 ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。 

（挙手する者なし） 

○議長（北島 登君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第32号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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（「ありません」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第32号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第32号 平成24年度輪之内町一般会計補正予算（第７号）は、原案の

とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までに開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関する事

項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継続調

査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 議員各位におかれましては、公私とも大変お忙しいところを御出席賜り、熱心な審議

を賜り、平成25年度予算が成立しましたことに対して議長として厚く御礼申し上げます。 

 また、議会を通じ議事進行等に各位の御協力、御支援を賜りましたことに対し、重ね

てお礼申し上げます。 

 一方、執行部各位におかれましては、輪之内町町政の発展のため、より一層の御努力

をいただきますようお願い申し上げ、簡単でございますが、この１年間のお礼の御挨拶

にかえさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、平成25年第１回定例輪之内町議会を閉会します。大変御苦労さま

でした。 

（午後２時41分 閉会）  



－１６６－ 

会議の経過を記録して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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